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ザメンホフ祭

★

一奮って参加されよー

★ ★
10 JJ16 U18時から

水道橋寳生會館食堂で

セ

（詐細は廣吿の頁にあり）

・例會・研究會★ 

每週水曜19峙よb 
e年中無休・會寶不要） 

19時20分より21時迄……細 

用書:《ザメンホフ讀本》 

21峙より................茶話會

輪誰中細密な話法の誰義、茶話會には唱 

歌の練習あり•每囘出席者多數、愉快な會 

合で非常に爲めになります。出席歡迎。
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消極方針をすて、

積極方針で勇往邁進
fS、ヽー學會明年慶の事業計畫の展望--- 77^

新雜誌「エスペラント」の發行に際しお願ひ

地球全表而を蔽ったEkonomia Krizo 
こそは全人類に下された一大試鍊であっ 

た。數年來の不況は年と共に深刻化した。 

然しながら物窮って通ずるの譬へ，世を 

擧げての不況も近吁漸く退散の兆を示 

し,かすかながらも光明を期待し得るに 

到った事は喜ばしい事である。

當學會の事業は幸にしてこの經濟界の 

不況に直面しっゝもさしたる影響をも蒙 

る事なく年一年と事業の進展を見るの狀 

態であった。而して今春には年來の宿望 

たる事務所の新築をもなすことを得た。 

かくして眞近に迫りっゝある不況退散の 

【」を待望しつゝこゝに一大雄飛を試んと 

するの決意をなすに到った。

卽ち昨夏以來本誌R.O.の拔刷として

妙i行してゐた『初等エスベラント』を全

く R・〇・より分離獨立せしめ全然獨口 

の編4茸船系の下に編輯し『エスペラン

ト」と改題の上，初等中等程度の學習者 

の好岸侶仁るべきエス語硏究雜誌として 

發貞する事とした。（本文40賀とし年額 

購讀料送料共2圓3〇錢）。

而して其販發にあたっては大賣拐!I店の

手を經て全 各地の書店の店頭に

て販賣する事とした。これがため當學 

台としてはこゝ數ヶ月は購讀者の有無に 

鞠せず數千部を印刷して全國に配布する 

事となり，ために多大の資金を必要とす 

べく且乂は月多量の返品を見越ささ・るべ 

からざる狀態にて『エスペラント』誌の 

かゝる販賣方法は當然學角に對してかな 

り多大の犧牲を拂はしむるに到る事は火 

を睹るよbも瞭かである。

しかも此犧牲を顧みずしてこの一大壯 

擧を敢行する所以のものは,この方法に 

よってのみエスペラントの大衆化を所期 

し得べIとなすが故である。吐壯擧にし 

て豫期の好果を收めんか,・エスペラント 

運動の擴大强化期して待つべきものがあ 

らう〇

而して此壯擧をして成果を收めしむる 

と否とは一に會・仕各位の御聲援と御支持 

の如何によるものである。就いては會门 

各位におかれてはこの擧に賢せられ次の 

如き方法にて何分の御役助を賜りたく伏 

して懇願する次第である。

1. なるべく協寄の書店へ豫めー年分 

なり半年分なりの購讀を申込まるゝ爭

（改題笫一號たる來年の一月號は本年十 

二月十三H頃全國書店にて發寅の豫定）。

2. お知リ合の方々に大いに同誌を御 

吹聽下さる事。

3. 初等及中等の講習に際し講習生に 

對し同誌の購讀を勸誘さるゝ事。
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Reorganizoに就いて
C大阪Esp.會十刀十一日例食講演）

KR-ano進旌靜太郞

世界大戰により其直後不振の極にあっ 

たは州諸國のNaciaj Societoj及び次第 

に鬲乏に陷bつ\あったパリのCentra 
Oficejoに對•して、中立國スイスにあっ 

て或は戰禍を避けっゝ交戰或の孰れにも 

交通し得る便宜の下に或は國際聯盟・勞 

働事務局等の戰後の國際諸機關に日常接 

し得る利益に極度に膨脹したUEAが優 

勢の裡にハーグの第十二囘大會の開怪を 

促した餘勢をかb戰後漸くその緖につい 

た諸機關を一蹴し次のプラーハの大會に 

折角提出せられたKomisiono案をも壓 

倒して單刀直入Centra Oficejoを說服 

して僻阪フィンランドの首府に於て一氣 

呵成に締結せしめたのがKontrakto de
Helsinkiであった。從ってEsp.界大勢 

の消長の結果とは云へ又戰後復興の急務 

を目の前に控へた場合であったとは云ふ 

ものの、餘りにも勢に乘じ從來のtra・ 
decioを無視した結果、第十六囘ウヰン 

の大會に於て Warden氏のなした様な 

大義名分に基く異議は勿論藪ふべからざ 

る一般の反感を噬したのみならず、UEA 
护漫然oficialigiされに爲生じた國際諸 

機朋の重複撞着は次第に問題化し玆に

Reorganizoの要望が起ったのである。

然し其の具體案となるとなかなか容易 

龙事ではない。現行ヘルシンキ約定の山 

來から附きまとってゐる强權性ゝ約定及 

び其の成果の持つ非公開性、更に其當事 

者の一方たるUEAの强い獨自非協和精 

神は如何なる統一案の實現をも不可能に 

する程の一種云ふべからざる威力を持つ 

てゐた。從って此の形勢に變化のない限 

リヽブタペシュト第卄一囘大會に於て獨 

佛夫々のNacia Societo切っての有力 

者D-ro Vogt及びM・Dubois兩氏の 

案が時機尙早の理山で群議を延期され. 

次のオックスフォードでは全然議事に採 

用されずヽ更に其の次の昨年のクラコウ 

大會に於てすら英國側の主張と之に和す 

るUEAの宣言の下に又復上程を延期さ 

れ仁のも亦當然の歸結であった。

然し乍ら1929年來よりの不景氣の深 

刻さは如何ともなし難く、さしものUEA 
も1928年來の部厚な年鑑を名殘りにし 

て頹勢止きるところを知らす・ハ禹スイス 

•フランにも及んだ其基金をも次第に使 

ひ盡し焦り拔いた結果がfakaj societoj 
に對する拙劣なaltrudoとなり、ICK 
及びKRの强硬な態度に遇って昔日の勢 

の跡もあわれに忽ち屈服するに到った。

斯の如く肝心のUEAが財政上或は淸 

算もしかねまじい狀態に陷りヽ引いては 

これまでICKに出していT： subvencio 
を滿足,に出すや否やを危まれヘルシンキ 

約怎そのものゝ根底が搖ぐに到った以上 

再組織を實行するに非ずんば忽ちEsp・ 
國際運動を滿足に續ける事に差支へて來 

る。玆にBaghyの提案を口火として 

本年の大會にNaciaj Societojを中心と 

して問題が白熱化せねばならなくなった 

のである〇此の間Heroldo de Esp,誌 

は年頃よリ之れに關する記事論說を間斷 

なく揭載して一般の注意を高めた。

大會に於ては Konstanta Reprezent- 



443

antaro de Naciaj Societoj の會介で 

Franca Societo por la Propagando de 
Esperanto の案（Dubois 原案、Nancy 
の佛國人會を通過して第卄一囘禹國大會 

に提出されたもの）が議案となり、それ 

に對してBrita Esp-ista Asocioは其機 

關紙ハ月號に谡表せられたる案、Itala 
Esp-CentroはICKの廻;认と共に配布せ 

られた覺莒、Germana Esp-Asocioは未 

發表の案を夫々持って審議に臨み相當曲 

折を豫想せしむるものがあった（Baghy 
案は其母逼 Hungarlanda Esp-Societo 
のKR賦課金不納の爲正式提案となら 

なかった）。

然る處大會を前にして形勢急轉、UEA 
は終に非常時財政方針を採るの餘儀なき 

に到り、從來の贰千五百スイス・フラン 

のsubvencio支出不可能となり代りに 

五百フラン〇 donacoを通知して來た〇 

かうなっては早や徒らに議論に時を費 

すべきでない。玆に於て議案提出者たる 

S.F.P.E.は議案の共通點を先づ原則と 

して認めて、之に據る細目編纂の委員會 

選任を可とし次の原則並びに決議案を上 

程するや、各國孰れも各自の案を撤囘し 

て之を支持し多數決を以て之を可決通過 

せしめた。

新國際機關創立原則

I. TCK, UEA及びKRの任務を遂 

行する單一機關たる事

II・此阈際機關が每年年鑑を出す事

III. 各Nacia Societoの會員は同時に 

此或際機關の會員であり、一律の會 

費を各國僉費に含めて支拂ふ事

IV. 各地の Delegito は'當該loka grupo 
によって推擧せられSocietoの承認 

を5！け€ >loka grupoを缺く場合 

は Nacia Societoによって指名さ 

るゝ事

V.此國際機關は各參加Societoの代表 

者より成るKonsilantaro （理事會） 

によって統御せらる、此のKon
silantaro Centra Komitato （中 

央委は會）を選び、Centra Komi
tato はOficejo （事務局）の補佐に 

よってInternacia movadoを指盘 

する事

VI.此機關はOficiala Bultenoを出し 

各會員に配布するヽBultenoは少く 

とも年二囘出す事

決 議 案

フランスEsp.曹及角はヘルシンキ約 

定の單一機關に就いて滿足な基礎を具備 

せぬ不適當な妥協案である李明口なるに 

鑑み、11現下の經濟不況並びにEsp-istoj 
全般の耍求するところとに適應する途は 

單一合理的組織以外にない事を考慮し 

て、次の提議をする。

1）ヘルシンキ約定の抹消

2） 上記原則に據るEsp-ista movado
の再組織 ・< •

3） 上記原則に基く新機關のStatuto 
規約を編纂すべく嚴密に委託せられ 

たる數名よりなる有力なる再組織委 

ロ會を選定する事

4） 新規約は遲くとも十月末日迄に現 

ICKに提出せられ、ICKは之を全 

Naciaj Societoj 及び UEA に配布 

する、新機關は1933年年頭よリ其 

の任に就き、現ICKはそれまで留 

任する事

（Heroldo N-ro 36, The British Esp- 
ist九月號ゝUEA Esperantoハゝ九月 

號等參照）
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如 是我聞ESP - OLOGIO
——來年の本誌へ連載の語法講義に就て ー

K. 0 s saka

他の歐洲語に比し遙にやさしいとは云 

へEsp.も矢張り語系を異にする外國語 

であってみれば之に熟達するには安易な 

勉强では出來ぬ。多く博く先人模範の文 

を讀み語法を體得し、こっを悟る、それ 

力'上逹の常道である。然し各人自らが百 

書を涉獵し自力悟入するのでは甚江不經 

濟ヽ依てー LIの長あるものが自分の得た 

處を類別解說し、後より來るものゝ道を 

坦にし、易行の道を拓く、それがEspe
rantologio の使命であらう。

明治四十四（1911）年横須賀支部の新 

機關雜誌Orienta Stelo （その外に囘覽 

式Jokoska Esp-istoあり）第1年第1 
號にEsperantologioを提唱したのもそ 

の意味であつ仁コ是は正則英語學校の齋 

藤秀三郞先生のIdiomologyにほれ込 

んで製造に及ん汇新語でlausistema
studo de Esp.の謂である〇 Senatenta 
legadoや、法律の條文のやうな文法書 

や、西洋語の直譯のやうな口本文の飜譯 

作文では頭拔けた天才でなくば上逹せ 

ぬ。實富な語法例、眞のH本語の飜譯作 

文練習を持った組・織的なlecionaroによ 

らす・んば一般人を機會均等的に育て上げ

ること、卽ち『凡も聖もヽ逆、謗、等し 

く廻人』せしむることは出來ぬと云ふに 

あった〇

主旨は此の如くであるから何も新說を 

樹立し、或は深遠な理論を說くと云ふの 

では更にない。Z.博士其他先人の用ひた 

□常卑近な語例を集め、理解やすからし 

めるために之を類聚しヽそれに對して誚 

はれ因緣の說明をつける。幸ひEは" 

然語でないから說明に理屈がつけられ 

る。時に論理に外れてゐてもそれが一般 

の習慣用法なら誤として却けず何とか理 

加をつけて學習記憶に便ならしめる。蹟 

富な模範例で語に®!しませる一方ゝ日本 

語の旣得知識を利用する。卽ち譯によっ 

て眞の日本語と比較してEsp.のこっを 

のみ込ます。一體語のこっを飮み込む、 

込まぬがI:逹の遲速の別れ冃で、吾人の 

目標はそこにある。一般『文法』と云ふ 

と語尾がどうとか、用法が法則に合はぬ 

とか枝菜な問題ぱかりほじくりたがる。 

然しそれは言語の核心ではない。『私は 

頭が痛い』をEsp.譯すればAl mi 
doloras la kapo とな!）、It is said 
that...を譯すれば Oni diras, ke.... 
となる••••など云ふ事の方が大切な題目 

である〇それが眞のEsp.語の『文法』

以上を以てEsp.界多年の懸案は始め 

て解決しヽヘルシンキ約定の持つ二重制 

は廢せられ從って一般Esp-stojの買携 

を輕くし、しかも冬理的統制の結果從來 

の諸機關の良所を失はず一/rf權威ある 

Jarlibroが公平に編纂せられ、今まで天 

降的で爲に或は名實相伴はなかったり或

は其地方の同志と折介の惡い者が選ばれ

たリしたDelegitojは合理的に其の地に

於て選任せられたる自治と協同とによる

時世に則した建設を日指して此新組織が

生れるのだ。此點自ら禍中に投じた為か

E. Pri vat 力:UEA の Esperanto 誌
上全く錯誤に陷った評論をしてゐるのは
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（そう云ふのが嫌なら『語法』）、E-ologio 
でも結局、普通人は斯く云ふと云ふヽ 

Esp.の常道を釋かんとするに外ならぬ 

と思ふ。

人によってE-ologioの見解は異るで 

あらう〇當時の私としてはZamenhof 
其他先人の用法を風味して『是の如くに 

我は聞いたのだ』と世に傳へんとする本 

願に外ならなかったのである。

然し其後冠詞ヽ前置詞31,预詞不定法 

の一端をOrienta Stelo誌上に發表した 

きりでH本エスペラント協會、引き續い 

てH本エスペラント學會の下僕として俗 

務多端、績稿する暇がなかった。此のま 

ゝでは切!）か:ないしヽ幸ひ普及や指導の 

方而には漸く多士濟々たる今日、多少硏1 

究と材料とりまとめの方へ力を向けさせ 

てい伫ヾく事として、來年から本誌に少 

しづ、書いて行*たいと思ふ 。それでも 

試みに立て、みたEsperantologio大系 

は下記の如くでヽ十年二十年では完成し 

さうにもない〇.乂laŭsistema studoと 

してはelementa, meza, supraイよの階 

段を作らねばならぬが.そうは手が廻り 

兼ねるから、meza乃至supra位の處、 

卽ちEsp.の一・斑旣得知識ある人に對す 

るsuplementa kursoを目安とし、又 

讀者も、書く方も厭が來ないやうに、或 

は動詞、或は前进詞と云ふ風に口先をか 

へて講述してゆくことにする。

遺憾である（此の樣な考へ方が彼をして 

ICKのPrezidantoから失脚せしめた 

とも云ひ得るか）。

Lokaj Esp-istojを無智の羊の如く扱 

ひローマ舊敎のParoĥo制度を模倣し各 

國Nacia Societoの懸義と必要を疎か 

にしたUEAの專制と壓迫を破り團體意

ESPERANTOLOGIO 大系私案"

Parto I. Elparolado 曩音

Elparolo, akccntr)(vorta k. fraza).是は甲•に 

理論を说くだけでは何の役にも立たぬ。學習 

者をして自己の發普機關をn覺的に驅使し實 

際正確に、乂はせめて近似的にでも正確に發 

音し得るやう導くものでなければならぬ»

Parto 付.Vortostrukturo 語の 構成

】• iroma lingvo (natura k・ arta)
2 Vorteleinemoj (本辭 trunkvortoj と助 

辭puitikulojの根本義)

ん Teorio de derivado 造語法

4. Morfologio語の形態

5. Principo de m;ni)numa peno 人間の言 

詰を支配する『骨惜みの原理』

6 Influo de la kunteksto 前後ろ關係

7. Lingヽ 3 sento kaj kutimo
S. Afiksoj
9. Vokalenmeto pro eŭfornio 母音师入

Parto III Substantivo 名詞

1 a. Substantivoj de propraj nomoj
b. Substantivoj de komunaj nomoj

2・ Derivitaj Substantivoj 轉來名詞

3. Kategorioj de substantivoj
a. Konkretiij (individuaj, kolektivaj)
b. Abstraktaj (materiajj verbajn kvalitaj) 

抽象名詞

c. Amorfaj不定態名詞

4. Sufiksoj por substantivo
5. Substantivoj de kvanto
6. Frazoj per substantivoj

Parto IV. Sekso, Nombro, Kazo
1.Seksoj 性別

2. Iieprczentanta sel^o 代表性

3・ Neŭtreco 中性

4. Multenombreco 複數の觀念

5. Reprezentanta ununombro 代表單數

6. Akordo laŭ la nombro 數の一致

7. Kazoj kaj prepozicioj

識のある全Esp-istoの善意ある平等の

總意の基礎の上にEsp.運動の健全なる

發達を見る此の待望の組織は今や有力

Naciaj Societojの代表よりなるReorga
niza Komitatoの手を離れ吾々の眼の前

に成立しようとしてわる。吾々も之に對

應すべき準備を完成しようではないか。



8. Akuzativo de la sekunda n senco
9. Apozicio 同格

Parto V. Adjektivo kaj Adverbo
1. Atributo kaj predikato
2. Koni pamdo
3・ Derivitaj Adjektivoj
4. Elementaj adjektivoj koj adverboj 

(multa, kelka, certa; korelativaj adjek
tivoj ;subite, nepre等常用語の硏究)

5・Specifaj modifoj形容の適用r例へば 

1激戰』は armega bataloと云:ふなど

Parto VI. Verbo (1)動詞〔其一］

1.Sendifina modo 不定法

2. Tempo動詞の時

a. Tempoj de indiko (estonteco, estan
teco, estinteco)未來、現在、過去

b. Fazoj de ago (okazonteco, pasanteco, 
pasinteco)未然、现行、完了

c. Formoj aktivaj kaj pasivaj
ĉ. Miksitaj tempoj 混成時

d・ Simplaj tempoj 單純時

e. Tempoj en apudpropozicioj
3・Kondiĉa modo假定法

a. Supozo kontraŭ fakto が實め裏

b. Necartcco; ĝentileco
4. Ordona modo 命令法

a. Imporalivo 命令法

b. Pera ordono間接命令 

c・ Volitivo表意願望

5・ Participoj 分詞

Parto Vii. Verbo (2)動詞(其二Ĵ)
1. ヾ crbo spacoj

n. Transitiveco Fi 動他動

b. Samorigina komplemento 同意豪の 

口的格を伴ふ動詞

c・ Aspektoj 態 (stata, aga; momenta, 
(laura)

ĉ. Derivitaj verboj 轉來動詞

2・Verbaj Konstruoj動詞諸話法

a. Fruzkonstruo 文の構成

b. Senpersona konstruo 無人格語法

c. Personigita subjekto 擬人誌法

も Iĝa konstruo 不完门動詞語法

d. Iga konstruo 不完他動詞話法

e. Dativa konstiuo 與格語法

f. Refleksiva konstruo 再歸詰法

p. Absoluta komplemento 獨立補足語 

ĝ. Vortordo 語序

h. Neado 打消

Parto VIII. Verbo (3)就詞(其三)

Elementaj verboj (devi, povi; deziri, bezoni; 
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voli; doni, preni, ricevi; fari; esti, resti; 
havi; helpi ； iri, veni, kuri ; meti, teni, porti ； 
lasi; stari, sidi, kusi: trovi;ミajni, aspekti 
aperi; fali; prezenti ； diri, paroli, rakon*i  等 

等常用動詞の用法硏究)

Parto IX. Partikuloj (1)助辭(其一)

1.Artikolo 冠詞

a. Fundamenta principo
b- Preclpiga ,t la u
c. Gensraliga ” la a
ĉ. Propraj nomoj kun ,,la "
d. Korelativoj „ -es "

2・Pronomoj代名詞

a. Personoj 人稱

b・ „ Oniu c. ,,Si“
ĉ< Korelativoj ”・〇. -u u
d. Pronoma „ unu u

3. Numeraloj 數詞

a. Numeraloj fimdarncntiij 基數詞

b. De n vitoj de numeraloj
c. Nombraj substantivoj
ĉ. Pro-numeraloj: ambaŭ, korelativoj

W 般
Parto X. Partikuloj (2)助辭(其二)

1. Signifoj de la prepozicioj
2. Komuna prepozicio ” je "
3. Prepoziciaj frazoj 前證旬

Parto XI. Pariikuloj ⑶ 助辭〔其三)

1・ Prepozicioj laŭ uzoj 例へば maniero 
を表はすは何々前直詞かなど

2. Prepozicioj postulataj 此の語には何々 

前直詞が使用されるなど

3. Prepozicioj kun akuzativo
4. Duopaj prepozicioj 二亜前置詞

Parto XII. Partikuloj (4)助辭(其四)

1.Adverbaj partikuloj 副詞的助辭

2・ Korelativaj adverboj „ -al, -el, -e, 
-ain "

3. Relativoj 關係詞

4. Konjunkcioj 接續詞

5・ Interjekcioj 間投詞

a. Intcijekcioj radikaj
b. Derivitaj inteijekcioj
c. Onomatopeo 擬晋

Parto X1U. Sintakso 文章論

Parto XIV. Prozodio 作詩法

〔後記:1拙著『模範エス獨習』は不完全 

乍ら先づ此のserioのelementa kurso 
と見做してもらってもよからう。
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和文エス譯添削

1)近頃齒が痛んでなりませんからど 

うぞ診て〉台療して下さい。

近頃nuntempeは近代思想の云々で 

意味が廣い〇 en tiuj ĉi (lastaj) tagoj, 
en ĉitagojも一方は英語臭\ 一方は新聞 

臭い〇lastatempe力:一番しっくり來る〇 

de antaŭ nelongeとして血接に!1詞に 

かけてもよい。齒が痛む。何木疝むか? 

單數か複數:か困ったおもむきが多かっ 

た。數の事をやかましく云はない文句で 

は單數を使ふ傾きあり〇 Ĉu vi havas 
fraton ?でfratojnは詮議だてらしく 

なる。それでも氣にかゝるならdento・ 
doloro等で逃げてはどうです。痛みを 

訴へるのだからdentmalsanoよりは前 

者がよい。理くつは各自御考へ下さい。 

dentodolorasは電報にはもって來いだ 

が、譯文では行き過ぎの感あり〇 sentas 
doloron tre. sentasなんてなまやさし 

いものでははヾかりながら齒痛は御ざな 

く cなbませんに含有される繼續の意味 

でsuferadasの如く adecoを書いた人 

が多かったが此心持はlastatempeに股 

早含まれて居るから云ふよい。むしろ痛 

みの强さを我すにしくはなし。netoler・ 
eble攻はaで適宜に動詞、名詞に關 

係さすがよい〇 severaやnceltolerebla 
は見おとりする〇どうぞは(bon)volu... 
i, (bon) vole... u. Mi petas にしても今 

上記—voluをも兼用したがよい。此際 

にmi petasを文尾に医くとおちつきょ 

しゝ診て療治すはesplori (ekzameni) 
kaj kuraci が平凡でよい〇 esplori por 
kuraciは理くつ張って惡い〇 H本語の通

多羅尾ー郎

リ譯すがよし。diagnoziなんて專門すぎ 

て、患者の口からでは生意氣だ。klarigu 
ĝian devenon kaj k何だ加物議を起し 

さうです。原文のからに捕はれてあarを 

文頭にゝ艾tialを中間の接続詞にすろ 

よりはゝニ個の文章にする事に賛成だ。

1) Lastatempe netolereble doloras 
al mi la dent〇. Bonvolu esplori kaj 
fari kio estas necesa・

2) 凡そ天地間に存在するものでーと 

して活動しないものはない。

凡そは氣にしないがよい。□本語の呼 

び出しの合圖だから。强ひて譯すと 

ĝenerale, regule などは verdire, nu 
などよりは良からうが、それでも元の意 

味がしっくり出ないです。此文章は色々 

な形に譯されたが、一番よいのは原文に 

忠實に二重打消にする事です。二重否定 

は結局肯定になるからとて、Ĉio en la 
universo moviĝasでは文章は文法的に 

完全ですがnuancoが出て居ない。二 

重否定はでたらめに遇いたものでなく、 

文章に力を入れる時に使ふのです。故に 

Nenio ekzistas kiu ne moviĝas と云 

ふ式に致しませう。天地間に何もinter 
la ĉielo kaj la teroで逐字譯にせなく 

てもよし・、〇 universoで結構、mondoも 

考へ樣ですが〇 sub la sunoは考へま 

した〇 subはmalsupre deと直さない 

がよい〇 subで結構〇 しa stelo staras 
super ni.でsurではない〇密接してな 

いから、兩者は。だけどsubには同樣な 

論法は使へないらしい〇 naskigi sub 
benata steloと云ふからです〇イ。件す 
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るものはekzistaĵo 乂はekzistiと朝詞 

を使用して云ひ廻すのもよい。活動する 

moviĝasが一番無難（moviは他動詞）。 

moviĝiする物必しもaktivaでない事 

は辭書を御覽〇故にestas aktivaなど 

はだめ〇 funkcii,なる程あらゆるものは 

その機能を働かしてをるが、眠って居て 

も人間のどこかはfunkciiしてると云ふ 

暗示がわかbますか〇 agadi餘りにも此 

れ見よと冃前にせまる語。みゝやの進行 

を若へて見なさい。要するに此問題の 

punktoはないもの*）ない卽二重否定に 

あったのだ〇 senescepteもよし、sen eĉ 
unu escepto少しくど過ぎるが一っとし 

工を忠實にうまく譯した所大いによい。 

後方をtuteかabsoluteにして文章の 

此處へでも持て行くのもよいですね。

2） Nenio ekzistas en la universo 
kiu ne moviĝas absolute.

：3）もう一人坐れませんか〇病氣!!り 

ですから。

原文は會話ですからヽその積りで。原文 

を見ると私が病氣なのかヽ私の附添ふて 

居る人が病氣なのかヽ不明である。故に 

sildloko por mi, Li estas resaniĝinto 
など人物は書かざるをよしとす。會話で 

は云はなくても周圍の情況で分るから。 

多分電車か劇場か（前者であらう）である 

からあたりの乘客に尋ねて居るのだらう 

と推察する〇 Ĉu vi ne bonvolus trovi 
では近眼でよく見えないからekreno近 

くに見付けてくれで具合惡し。もう一人 

ankoraŭ （por） unu persono でよし〇 

homoとperson〇の適不適は各々考へる 

事。viを主語にすると（皆さんお書きで 

したが）porを入れる。小生の譯による 

と vi でなく ankoraŭ unu persono が 

主語で、此時はpor不必用。此句にplu 

を付けるのは少し考へ過ぎて當らぬ。竺 

れるはviの時にはflankenŝoviĝiがー 

番よい。cediは餘!）にも不禮。doni 
もむき出しでもう少し禮儀正しく。話が 

坐席の事故 sidloko, sidejo, loko por 
sidiĝi又seĝoに相異之無くだが、此 

等の語をevitiして餘韻を殘した方が奇 

麗で相手に丁寧に聞える。ませんかĈu 
vi ne donusと假定法を用ひると一層 

丁寧になる。何故か?出來ぬ所を無理し 

て願へんでせうかと假定より轉じたと考 

へられる〇病氣上りにはresaniĝintoが 

大饋の一致した所。@ustaは治ったほや 

ほやの積りだらうがうまくない〇 nova 
も同樣。何もつけぬに限る。然しre- 
saniĝantoは如何?病床中だけがre- 
saniĝantoではない。intoなれぱ坐席 

の有無は問題外〇 ankoraŭ ne komplete 
resaniĝisだからこそと屁理窟りたくな 

るわい〇又ですからはĉar mi estasの 

如き所が多かつ仁。會話故辯解的なĉar 
よbももっと何とかならんかね〇

3） Ĉu ne povus sidigi ankoraŭ 
unu persono ? Estas resaniĝanto, 
kiel vi vidas・

4） そんな馬鹿でも命は惜いと見え 

る。

そんな馬鹿でもec tia malasaĝuloが 

大體意見の合ふ所、假令次にankaŭを 

持て來ても、eEは付けて置くがよい。上 

記三語に緬けて、kiel li estas,としたの 

は一見よけいな樣だが有効なnuancoの 

寫し方だと思ふ。命は惜いにbedauras 
la vivonは如何? bedaŭriは殘念に思 

ふ意味に主に使ふ〇 domaĝasとも使は 

ないでもないが。形容詞か名詞に使ふを 

普通と思ふ〇 ŝpari vivonは惡くはない 

がヽもっと適當なのはないか。timas 
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morti （morton）はうまく逃げたところ感 

心〇 alkroĉiĝas al sia vivo は生に對す 

る愛着をよく skiziして居る〇 taksi kara 
sian vivon 仁丨では 死 なねえstrata 
heroo幡隨院長兵衞か〇 havi sopiron 
al Ia vivoは一通よくみえるが、sopiro 
はne refoje akireblaなものに對して使 

ふ樣だ。そんな賦鹿氏は命をなくすか否 

かは未だ未定故ゝ此語は使ふよい。la 
vivoはsia vivoにするがよい。原文 

中の强勢語でもに敵意を表して次の 

vivoに力を與へたい氣持なのである。 

お解りにな!）ますかヽ小生の氣持が?显 

え るは ŝajnas al miでよい〇 又 ŝajnas 
一語を文中の主動詞にするとなほひきた 

つ。

4） Vidu, eĉ tia malsaĝulo ankaŭ 
volas alkroĉiĝi al sia vivo!

5） そのHは誰とも話をしたくなかっ 

たので、遠くの方に彼を發見した時に私 

は彼を避けようとした。

先づ文章は二つにtia!で分けないで、 

ĉarを文頭にして一つにした方がよい。 

その【】はtiutageなど面倒な語を使はず 

に、すなほな tiun tagon 又 en tiu tago 
にせよ〇 34la saman tagonの族は、 

前提の會話あ!）て後ヽさて其日は云々、 

の時に使ふと知るべし。よい言葉です。 

誰ともしたくないにはne volis paroli«JBA. ■・〇

kun iu ajn よりも volis paroli kun 
neniu （ajn）が pli internacia だ〇 括弧 

の中は無い方がよいだらう〇 ne — kun 
kiu ajnは今一度考へよ〇 Kiu ajnは條 

件文の時に使ふ樣に思ふ。丄たくはvolis 
で結構。deziri等の語をほじくり出すと 

まづくなる〇 volontis paroliは好んで 

話すの意。此處で好むもくそもないヽ話 

す弟が嫌なんですよ。遠くの方に彼を見 

た時 kiam mi trovis lin malproksime.
ektrovi にも及ばない〇 en la malprok
simo （ecoはの方の積りか?）は第二流 

の譯し方。避けようとするvolas eviti
が半分以上だったが弱い〇 intencisも 

intenciしたが事面倒なのでやめた位に 

UD こえる 〇 provi が最上〇 estis evitonta 
は變だ。evitiしようとする所だつ仁。 

次の瞬間はantaでfine evitisかなんて

彌次られさうだ〇 evitiの代りにforteni 
は寄らば切るぞで浮き腰の光景。rifuĝi 
ならde liだがヽ而白くない語だ。

5） Ĉar tiun tagon mi kun neniu 
volis paroli, mi provis lin eviti kiam 
mi lin trovis malproksime.（人腔 

Kihara氏による。語の排列を見よ。）

採點:一 86 木原氏、84 Rio Krosaua 
氏、83 Tomo氏ヽ82人野秀次郞氏、80 
厨淸、山縣、小松ゝRiza Kampoの諸 

氏〇

二月號課題（締切十二月末H）

1） 返事をする氣がしなかったからヽ 

默って彼を相手にしなかった。

2） だまれ、下郞ヽ余を何と心得る〇

3） とうとう泣寢入か。なさけない。

4） 何をするにも彳散底的にやれ。エス 

ペラントにしてもさうだ。

5） 流石は丑だ。

本誌十月號で發表するはずであった、 

學會のマークは、審査の祁合で發表がお 

くれてゐて中譯ございませんが、來年の 

本誌二月號で發表するつもりですから、 

それ£でお待ちください。
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質 疑
(Lingvaj

畑
Respondoj)

答

K. 〇ミsaka

・ザメンホフ讀本:p. 5, 5行 Nun la 
trompantoj postulis pli da mono, pli 
da silko kaj oro, kion ili ĉiam 
korau bezonisに於けるkionを文法的 

に說明して下さい。獨逸語のwasみた 

いに前に書いてある事全部を受けるので 

せうか〇 (Sendai Esp. S.)
匚答;)關係詞としてのkioは指示詞 

tio に，kiu は tiu に，kie ii tie に, 

kiamはtiamに對するもの故■先づ指示 

詞tio (又はio, ĉio等)の用法から出 

發しよう。此等の語は無形の事柄にI限ら 

す,人,物でも輩數,復數に關らすその 

全體,全般を指す，卽ち全體を一幅の 

bildoとして考へた咄用ひてよい。從っ 

て物そのものは一つでも多數でもtioの 

形でよいわけである(リングヴィ・レス 

ポ•ンドイp. 46參照)。

Tio estas tre strangaj malnovaj 
bestoj. (FI 3)

質問の引例の少し前の處に:

・・・ postuladis la plej delikatan sil
kon kaj la plej bonan oron. Tion ĉi 
ili metadis en siajn proprajn poŝojn. 
(FK 20)

と云ふ文がある。玆にTionは要求し 

たsilkoとoroとを指すのであるが， 

これを個々の二者(individuoj)として 

とらす、全體を一括『さう云ふやうなも 

のを』と，ĝeneraleに指したのである。 

依て本質問引例の如く 一括kioで受け 

て差支ないわけである。勿論...,kiujn 
としてもよい,但しその時には前行の 

mono, silko, oro の三者を individuaj 

な物としてその三者を(限り)••••の意 

となる〇 Tiu (及其他の-u serio)は元 

來代形容詞で,次に來る名詞が略された 

形として屢々用ひられることがある。從 

ってその箇體(indivduo)をとり出して 

指すこととなる〇

Ŝi enportigis la temaŝinon, por 
kuiri por li bonan tason da sambuka 
teo, ĉar ĉi tiu (=ĉi tiu sambuka teo) 
varmigas. (F II 77)

湯沸を持って來てニワトコの煎じ樂を 

こしらへた。ニワトコの煎藥はから仁'を 

あ仁ゝめるものだ。

なほkioは前行する『事柄』を受け得 

ることは論をまたぬ。只前行する語が 

konkretajなものならば必ずkiu(j)で 

受けると云ふのでなく,そのものを限っ 

て，それをindividuajなものとして,卽 

ちそれを其のまゝくり返し云ひつぐや・ 

うな意味の吁kiujを用ひる。一方そ 

のものをそのまゝindividuajなもの 

として受けるのでなく generaleに指す 

場合にはkioで受けてよい。

Nun la elfknabinoj devis danci, 
antaue simple, poste kun piedfrapado, 
kio efektive tre bone alaspektis al ili. 
(FII 95).

妖精の娘だちは先づ簡單な于ぶりで, 

次に足ふみならして踊らねばならなかっ 

た。此の踊るさまは(kio)ほんとに娘仁 

ちによく似合った(玆にkiuとすると 

・・・,kiu piedfrapado efektive ・・・ の恕、 

で『その足拍チが』の意となる)。

Antaŭ nelonge ŝi sidis sur la trono. 
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kio, kiel oni scias, tute ne estas 
interesa. (F II 62)

さき頃士で王女は玉座に坐ってゐたの 

だが,玉座に坐ってらのは(kio)誰も知 

る如く面白いことちゃない。

Oni proponis al li oficon de kuriero, 
kio promesis esti tre enspeziga afero. 
(F III 58/16)

彼に使ひ番の役をやらぬかとの事だっ 

たが,此の使ひ番の役を引受けることは 

(kio)中々金になる(勿論kiuで受けて 

もよい，その時は…・，kiu ofico de 
kuriero promesis… の意で役そのもの 

が•…の意となる)。

La ombro movigadis, kio cetere 
povis esti kaŭzata ankaŭ de la nere*  
gula moviĝado de la kandela flamo. 
(F II IU)

影はゆらいでゐた,その影のゆらぐの 

は(kio)蠟燭の火がちらつくためでもあ 

ったのだが(kiuを用ひればそのombro 
それ自身は••••の意となる)。

Li havis filinon belan, mildan kaj 
saĝan, sed blindan, kio tamen ne 
ŝajnis manko por ŝi. (F III 116)

美しくて，やさしくて，利口忙が,盲 

〇,然し盲目であることなどは(kio= 
blindeco)彼女にとって缺點にはならぬ。

La piedartiko de ŝia malgranda 
piedeto fariĝis tute ruĝa, kio aspektis 
tre mizere・(F II 98)

足くびが赤くなった，その赤くなった 

様はほんにいたいたしい。

La patro rakontis al ili multe, kion 
aliaj infanoj ne komprenus. (F III 116) 

父規は色々話をしてきかせた,その話 

は他の子だったらわからんだらう。

Kaj tie denove sidis la korvo, au 

ĝia filo, kio estas indiferenta. (F III 
32)

またそこへ來てとまつ仁のはその烏 

か，ことによったらその烏の子,尤もど 

っちでもそれはかまわぬがQ・

La unua, kion ili audis en ĉi tiu. 
mondo estis Ia vorto: ,, stanaj sol・ 
datoj! “ (FI 98)
此の世に出て始めて聞いたのは:「あ 

ら錫刀兵隊さん』と云ふ語であった(la 
unua voĉo か vorto か｛可かであらうが 

限定せずに『最初のもの』と云ったもの， 

云は ヾla unua io, kion・・・)
La sola, kio laŭ ilia aserto mirigis 

ilin, estis tio, ke ili facile komprenis 
la lingvon・(F II 94)

彼等の云ふ所によると域い・たたった一 

つの事は言蕖がわけな くわかると云ふこ 

とであつ・た (la sola afero か mirin
daĵo か何かであらうが,略してはつき 

り云はぬ,卽ちla sola io, kio .の氣 

持。ん欄blindan, ruĝa及下記の例參照)

Se min ne ligus nerompebla prome
so ne kaŝi antaŭ vi eĉ la plej mal
grandan, kion mi povas ekscii pri la 
sorto de via frato,... (Rt. 6)

兄上の運命に就て知り得る限り,最も 

些細なことでもあな仁にかくさぬと云ふ 

破れぬ約束さへしてなかったらば(是も 

同樣aferoかsciigoか何かであらう力" 

略して malgrandan ion, kio・・・の意)。

Tiam la plej bona, kion oni povas 
fari, estas ĵeti sin en la akvon, la 
kapon antaŭen・(GD 51)

かうなってはきアやれる最上と云へぱ 

就つ逆様に身なげでも古ること(Ia 
plej bona io, kion ・・・)

形容詞の次に何か限定した名詞を持つ,



452

て來て,それを直接受けるには勿論kiu 
を用ひてよいが,上例の諸場合は名詞を 

略する位で,別にこの場合限定し仁名詞 

は少くとも喑示せぬ，卽ち，,io"位の意 

であるから,當然前述のtioの說明に於 

て見らる如く kioが用ひられるわけ。何 

も獨逸語のwasとか英語のthatの用 

法の盲從と云ふわけでなく,理屈匕當然 

の用法。

*La surprizita li 又はla aŭdanta li 
の如き用法はrekomendindaでせうか〇 

CDubo 生3
〔答〕誤とは云へぬでせうが普通には 

使はれない語法,先づevitiする力がよ 

いでせう〇但し勉詞をつけずmodifanta 
(aŭ absoluta) komplemento としては 

用ひられる,その場合はestanteが略さ 

れて居るものとして解釋すればわかりが 

よい〇

Rigida kaj pala li kuŝis en la belega 
lito. (FII 30)
彼はか仁くなって(=Estante rigida 

kaj pala)色蒼ざめて横はってゐた。

Kaŝita en arbetaĵo de roko, mi 
atendos de vi signalon. (IT 80)

Malsata li iris al la juĝisto kaj 
petis manĝon kaj trinkon・(FK 70)
此等は形容語と考へてもよいかも知れ 

ぬが,例へば Estante malsata, li...と 

komplementoとして考へる方がよから 

う(代名詞の後へ來ることも,はなれて 

居ることもあり,乂名詞の前にある卩寺は 

冠詞の外に出て居る):

Poste li feliĉa kaj gaja iris pluen. 
(FI 37)

Ci estas tuta el ligno. (F III 81)
Tute malgrasa, tremanta de mal

varmo, malsata kaj soifa, la maljunulo 

per ĉiuj siaj penoj kaj meditoj alkro
ĉiĝis al sia mono. (F III 15)
★Fab. II, p. 103,下より10 行 ili povas 
sin rigardi kiel indajn の sin は ili の 

內の人を指すとすれば(本誌本年2月 

號P- 50による)是れを形容するinda 
は複數ですが如何ですか。〔藤澤F・S氏〕

〔答〕交互にさう考へ汇のではなく彼 

尊が自分をそれだけの値打があると考へ 

たのですから複數です。Ĉiu elを用ひ 

れば勿論 Ĉiu el ili rigardis sin kiel 
indanと單數,その場介はsinはiliを 

受けるのでなくて&uを受けてゐる。 

★Kiel (kiu) ajn と iel (iu) ajn との區 

別を。匚同氏3
ニ答:]Fundamentoによると『疑問詞 

に„ajn をつければ』(F67: FK 
10)とありki- serioにつけるとのみあ 

るがi- serio, ĉi- serioにつける人があ 

る〇 Ki- serioにつく場合は共に接緬詞 

として用ひられるのが第一用法:

Kiu ajn tion diris al vi, estas mal・ 
saĝulo. (GD 14)

よしんば誰が云ったにしても其奴は馬 

鹿だ。

I- serioに附して英語のanyの如く 

代名詞(乂は訓詞的助辭)として用ひら 

る〇但し此の場合もZam •はki-を用ふ 

ることあれどi •につけた例もあり:

Ili deziras iun ajn decido n. (OV 367) 
何でもよいから何か決定を望んだ。
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Lega Metodo の 提唱

去る十月の東京に於ける第ir囘エス大會に 

於て・エス語敎授法上最良至善なリと自ら標 

榜する所のParola Metodoの問題が、斯くま 

でに灼熱的に、はたかしまレく論議され、雲 

か風かはた•雪かの感を吾人2胸深く印せしめ 

たる事、之決してRヽ1.の衰退を暗示する 

ものには非ずして.むしろ今や屏頭を離れん 

とする列車の最後の雄たけびなリと卫,るが當 

を得たるものであらう。さりながら乂一方よ 

Ŭ案ずるに、之今口の我阈に於けるエスペラ 

ンティストの關心、老いたると若きとを擇ば 

ず、知ると知らざるとを論ぜず、一齊にエス 

齬敎授法てう大問題に赴きヽ其の何れを採る 

べきかの見、左せんか右せんか、はた中庸に 

止るべきかの限り無き苦腦の現はれなリと見 

るは非か。

Parola Metodoが其■の理想に於て、其の理 

論に於て、何等非難の的に非ざる事何人もう 

べなふべき處なるも、其の實地應川に於て猶 

H多くの難點を.特にH术人に對し含む事、 

之亦何人といへども拒井する能はざるは火を 

見るよりも明かなる事實であらう。然らば其 

の難點とするものはそも何ぞや、□ く、 

】. 講師たる者は會話に堪能にしてM話上手

なるを耍する事。故に無口はFらず。從て 

總ゆる地に於き如何なる講師に依るもなし 

得るものとは限らぬ事。

2. 講師は幾分の畫心あるを要する事。

3. 相賞年輩の者には傕怠の感を超さしむる 

處れある事。

4. 諜習は毎日.或は隔日に行ふに非ずば效 

果を大いに滅じ、從て講習に不便多き爭。

5. 講習生の他國語の豫備知識の有無に依り 

其の進步の度を著しく異にし、其の差は口 

を追ふ每に益々大となり行く事。

6. 講習生は一日の止むを得ざる缺席に依り 

ても♦早講義の了解に困雖を感ずるに至る 

事。

7・ 具艘的事物及文法的に簡單-なる云ひ囘し

は容易なるも.抽象的事物及復雜なる表現 

は此れの理解に#常な因難を伴ふ事。

8. 講習に賞り多くの人道具、小逍具を要す 

る事。

9. 斯法に依る講義に相當囘數の經驗ある講 

師に依り、初めて有終の美を收むるを得る 

ものにて、所誼・駅出し者の講義は全然何

小野E幸雄

等の效無き事。等々。

を數へ得るであらう。然しば吾尊は緒も齊來 

の文法的方法の牙城に止まるか。否々、斯法 

の不自然不合理なるは之亦何人も夙に認める 

處である。此處に於てか吾人は・廳の深みに 

於てエス語敎授法なる問題を探るべきではな 

からうか〇

靑にやし奈良の都のその上よリ・我國人は 

模倣のみをこが织1となし、他人・他國の良と 

なし菁となす處.何尊の修正をも施さず直ち 

に已が用に供する爭、大なる美點なると共に 

乂人なる缺點である。淸をも鄙せず濁をも亦 

辭せず・採って以て自家藥罐中のものとなし、 

遂に克たり舜たるの心掛けは愛づべきの限り 

なるも・其處には何尊かの獨自の見、獨自の 

想無かるべからず。一犬野に吠えて萬犬たじ 

此れに從ふ。亦以てエス界百年の計を立つる 

に足らず。然らば吾尊そも何を爲すべきゃ。 

此れ、筆者の此處にエス諸敎授法I:革命的な 
る一新法を捉唱せんとする所以である。

何を直いても先づ今後の敎授法は科學的で 

あちねばならぬc而も大量的であらねばなら 

ぬ。卽ち舊來の寺子屋式乃至は學校式の敎授 

法を捨て去り、努めて個人差を小ならしめ製 

產量を大ならしむる工業的方法を採るべきで 

ある〇エスペランティストのlnulteproduktado 
卽ち人景製產こそは.今後のエス語界をして 

活潑たらしめ、ĴLつH指す處に赴かしむる唯 

一無上の法であらねばならぬ。而も其の製品 

たるや優秀にして個々の力に大差無く.」L其 

の製作に耍する時間出來得る限り少なるを要 

する。かゝる製品、卽ちエスペランティスト 

を作らんに、舊來の文法的方法乃至會話的方 

法そも何の價値有らんや。前者は之を實驗宝 

內の仕事に比するを得るであらう。其の『法 

の嚴密精細なる、た¢人口を驚かすに足リ. 

此れに耐え得る者たヾ學深き者のみ。後者は 

之を藝術家の勞作に比するを得るであらう。 

其の手法の原始的悠長なる.たヾ數個の特別 

作品を作るに足り、此れに耐え得る者たヾ學 

淺き者のみ。此處に於てか兩者の艮を採リ短 

を抢て、最も科學的にして且又最も多產的な 

るしegu Metodoなるものを提唱せんとする 

のである。

Lega Metodo とは何ぞや 〇 日 く、Grama
tika MetodoがG. amati koに重心を置き、文 
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法的に萬般の文章を分解分析する事に依り文 

構造及語感に馴れしめるの法であり、Parola 
Metodoがparoladoに重心を置き、終始會 

話のみに依り文法・語感に馴れしめるの法な 

るに對し、しega Metodoは讀んで字の如く 

legnd〇に其の;ffi心を磴き、終始たヾ讀書のみ 

に依り文法及語感文感に馴れしめるの法であ 

るつ此の法を行ふに當りての必守原則とし 

て.

1. 特別に編纂せられた敎科書の!egadoの 

みを行ひ、其の邦語に依る解釋はせざる序。

2. 聲を出して明亮に讀み.又讚ましむるが。

3. 文法的說明をせざる事〇

4. 辭書を用ひざらしむる事。

本法の大特徵たる文法的說明及解釋の否定 

こそ.講帥其の人に依る個人的誤差を著しく 

滅ぜしめ、何人に依る製品もほヾ同樣の態を 

呈せしめ得、乂辭書使用の禁止に依リ、逬譯 

より受ける語の意義の誤れる槪念より脫せし 

め、其の直の表に接せしむるを得るのである。

此の法に於ては.講師はtekstoに書かれ 

ある文のみを何囘、何十囘となく・或は高く 

或は低く、急激に乂寬秆に、歌ふが如くはた 

號ぶが如く、談ずる如く話するが如く、總ゆ 

る相に於てたヾ讀みに讀むのみ。身ぶり手ま 

ねは勿論大いに用ふべきであるが.畫を畫き 

乂は實物を指し示す等の事は之を禁ずる。講 

習生をして又何十囘となく同一文を讚まし 

•め、自づと其の文の意を悟らしめ語感文感に 

馴れしめるのである。

此の法は講師わ會話に堪能なるを要せず、 

且話上手なるの要もなし。書の心得あらずと 

もよく、teksto次第にて如何なる年輩の者に 

も興あらしむるを得、又勉學はlegadoのみ 

なる爲、何時如何なる場所に於ても随時之を 

行ふ审を得・乂講習必ずしも頻繁に行ふの要 

無く.他國語の豫備知讖の有無に依る差を小 

ならしめ、久講習の缺席に依る不理解の度を 

滅じ.如何なる事物文體の敎授にも不便無く、 

諸道具を要せず、所謂騷け出し講師もたヾ熱 

以てよく此れをなし曲ふのである。斯くして 

此の法は、P. M.の難點と目する總ゆる事項 

を十分に解決すると共に、戈G. M.の不自 

然さよリ脫するを得るのである。

講師は講習生に向ひ、鯨書を手にする事を 

嚴に禁ぜねばならぬ。辭書を引くの時有らば 

共の合間にニ行なりと一行なりと聲を出しj 

たヾ讀めと命ぜねばならぬ。讀んで牘んで;ヒ 

ヾひたむきに讀むのでちる。意味を解さうと 

解すまいとたヾ讀めとすゝめる。而して遂に 

处せざる場合之を講師に質さしめる。講師亦 

身ぶり手まねを用ふるのみにてたv讀むの 

み。斯くするも遂に不可牌に終る時は（斯る 

場台は其の缺點ゝI•に花らずし乙tekstoに 

在り）後に保留す。

故に斯法の全生命は一に掛て!eksto.に存 

すてふ事となる〇然らば其のtekstoたるや 

如何なる性質を持たざるべからざるや。一首 

以て之を覆へば、極度に有機的なるべしであ 

る。元來本法は其の源を「讀書百遍意自ら通 

ず」より發したるものなれど、物に本末右リ 

事に終始有りヽ先後する所を知らざれば則ち 

道に遠しである。如阿に讀書百遍とは云へ、 

小學生に對し資ド論を誠ましむるもヽ讀書千 

遍遂に一行をも解するを得ぬであらう。極度 

に有機的にして組縑的、順を追ふて讀むに從 

ひ・說明を耍せず辭書を用ひざるも・自づと 

文法にも通じヽ文趣語悠をも悟り、又仔話の 

こっをも知り得る態の組織なるを最人耍件と 

する。

斯くして舊來の法に於ける講師ヽ敎科書. 

辭書に依る種々の誤差は、たヾーに敎科書の 

みに左右せられる审となり.敎科書の改氏、 

より效率よき敎科ヰの編纂てう一事のみ!R大 

となるのである。此れを較ぶれば・敎科書は 

機械にして講帥は工人である、工業の逸步は 

機械の改良と工人の熟練とに依存す。機械の 

製作改良は技術家之を為し.柯械の使用は工 

人之を爲す。吾がし. M.に於ても此れと同 

じく・teskstoの編纂改良は之を文法家文章 

家に委ね、常師はたヾteksto選擇の口山の 

みを有し其の變改は之を許さず・たヾ此れを 

如何に巧に 運用せんかの一事に沒頭するの

〇legadoの巧拙に依り、依然幾分の個人え 

の入り來るは如何ともする哉はざるも、前二 

法に比すれば優秀なる點多々有りと佶ずる。 

或は乂斯法は講習生に倦怠の感を起さしむる 

虞れ無きかと疑ふ向き有るやも知れぬが•そ 

は講師の講じ方如何に依るものであり•（乳 

M.或はP- M.に於ても必ずしも楡快なりと 

は何人も斷言するを得ぬであらう。

の棍纂、此れこそはMetodo 
に於て今後に遺されたる一大問題であらねば 

ならぬ。而して此のteksto編纂に對する指 

溥原理ともなり・講習生への興味ともなるも 

の、之卽ち筆者の前號に發表したるエスペラ 

ント單語學である〇 しega MetodoとEspe
ranta Vortologioとの關係こそ、物理學に於 

ける數學、社會學に於ける綁濟學の如きも％ 

此の兩者の進步發展こそヽ今後のエス語敎授 

法、並にエス話運動に革命の花を咲かLむる 

ものと筆者は深く信ずる。¢1932,11,2）
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Java の Esperantistoj を訪う

途中で少し許b海が荒れたので豫定よ 

り一日おくれて我が南洋郵船チェリボン 

丸はスラバヤに入港した。それはハ月三 

旧の午後。

ホテルに若くと間もなく一通の葉書が 

僕の所に配逹されて來た。Mr. Seidd 
Mijatake, Passenger s. s. " Tjeribon 
Maru,Jと書いてある。裏返して見ると、 

Kara Samideanoと書いてある〇十四 

II間の船の疲れも、...Ĉiam preta por 
servoj. Sincere Via. Liem Tjong Hie 
と讀み終え口寺は半減され、無闇に媳し 

・かった。

六IIの朝六時二十六分スラバヤ發の列 

車でスマランに向ふ。丁度日本の蠅入ら 

すの樣にーニ等;車には金網のはった窓が 

あるのだがヽ石炭が高價な此の爪哇地方 

では、其の代用として割木をたくのでヽ 

煤が網のHを通して車中に入って來る。 

白い服なら一度汽車にのればもう着られ 

・なくなってしまう。この汽車で走ること 

約七時間でスマランの酬に着いた。前口 

所用あってスマラバヤへ來て偶然僕と同 

じホテルに泊られたスマラン市の□本旅 

辭（ホテル・タマヤの主人が出迎えてくれ 

仁。

主人の話では、「昨日貴方からたのまれ 

た Karangtori GG の しiem Tjong Hie 
さんの所に今朝程名刺を渡しておきまし 

たが、なかなか解りにくい所です」と。

・汽車のほこりをmandi （水浴）で流して 

・からヽホテルの主人と二人馬車をやとっ 

てスマランの市街を走った。

十分もたたない內に支那商店の軒をな

奈良エス命宮武正道

らべているKarangtori街に出た〇「こ 

こですよ」と馬車を止めさせたのは一軒 

の小さな店の前だ。何だか米屋みたいな 

家た'。內の力を見ると更紗の樣なきれ類 

も黄っているらしく》小さな陳列戶棚が 

遇いてある。細艮いやせた靑年が出て來 

て、Bonvenon S-ro!と手をさし出 

した。「明日おい出になる樣お手紙にあり 

ましたがヽ今日おこし下さいましたか?」 

「豫定を變更してー【1早く來仁のです」二 

人は店の端で椅子にかけながら話しあっ 

てい［二がヽやがて應接室の用意も出來た 

と見えてヽ「どうぞ奥の力へ」と寢臺の 

轻いてある部屋をすぎヽ納屋の樣な所の 

橫を通って石段をおりてヽ一番奧の所に 

案內された。

そこは地下室の樣なー寸ジメジメした 

感じのする畫も電氣をつけねばならない 

樣が部屋忙ったがヽかなり立派なテープ 

ルと椅子が置かれていた。壁は荒塗りの 

ままで、一寸ギャングの集會所とでも言 

った虱ほ感じが起!）相だ。ここがUnu
iĝo de Geesperantistoj en Nederlanda 
Hindujo Q本部だ。此の部屋に通す・る廊 

下の隅々に家とは少しつリあいの取れな 

い立派二本箱にギッシリつめられた多數 

のエス語の書籍を見た〇

僕が馬來語と土俗學の硏究に爪哇に來 

たことを話すと、Liem君は其の本箱の 

中から自分〇作ったJavaj Legendoj 
kaj Fabelojと言う本をくれた〇「之は僕 

が爪哇の偉說をエス譯したのです。どう 

ぞ持って歸って下さい」そう言って其の 

本の他に數册の書籍をくれた。それから 
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自分の寫眞の出ている大本の人類愛善新 

聞を持って來て僕に見せた。南洋の平和 

運動者とか言う見出で林（Liem）君のこ 

とが書いてある。自分の名前の林と言う 

字を指してハヤシ・ハヤシと言う。爪哇 

で生れた林君自國語を知らない。馬來語 

を烁語として自由にしゃべる。

署名帳を持って來てしiem君僕に何か 

書いて吳れと言うのであ“『今までに爪 

眩に來丫ニエスペランチストが三人あbま 

した。最初に來たのがシェラー次が自轉 

車世界一周のベレル君です。三番Hがあ 

なたです。』『ペレル君は奈良へ來て僕の 

家でとまりました』『ベレル君はこちら 

に來仁峙やっぱり僕の家でとまり玄し 

仁〇しかしシェラ1氏はホテルへとまつ 

たのです』と.我がLiem君はシェヲー 

氏に對してEsperantistoとしての義務 

を果し得なかった事をさも殘念相に話し 

た。それからシェラーやペレルの記事の 

出ている新聞を妃せ、「二人とも此の市で 

講演會を開き僕が通譯をしたのですが聽 

衆は約三百人程ありました。未だ我々は 

世間から種々な迫害をこうむります。大 

抵の新聞はエス語に反對です。』『此の市 

には何人位同志がいますかね』『僕一人 

きりです。他に野村商店につとあている 

日本人と、僕の弟も少しはやってますが 

ね。なにしろ爪哇全检で三十人しか同志 

がないのですから』とそこへ奧さんがシ 

ヨウガの入っている支那茶を持って來て 

くれた。それをすすって二人は十年の知 

己の樣に語り合う。僕は『今便ハ時頃に 

ホテルに來て下さい』と再會を約してホ 

テルに歸った。

其の衣。ハ時と言っておいたのに 

Liem君待ちきれなかったと見えて、七 

呼十五分過ぎにやって來た。二人は馬車 

に向い合って股［掛けて、イ了名なパッサー 

ル・マラム（夜市）を見に後のスマラン市 

街を走った。此の街が何と.きう名で、こ 

こには何がある等しiem君盛んに說明: 

してくれる“

亦市の中をすっかり案內して貰ってホ 

テルに歸り、「君がH木に來たらぜひ僕の 

家に來て下さい」と言ったら、「僕は金が 

ないからFT本なぞ行け仝せん。Ĝis la 
revido ! Bonan vojaĝon !j と言って僕 

の手を確く握ってくれた。

其の翌日卽ちハ月七Hの夕方バタビヤ 

に着いた〇バタビヤにはUEAのdele
gito, Willem Iken氏のつとめている 

K.P. M.汽船僉社に電話を掛けてヽ今晚 

ホテルでお待しているから來て頂きたい 

と言った。七時すぎに老紳士の!ken氏. 

がSamideanoj二人を連れてやって來 

た。二人の內で脊の低い方の男は、G. IL. 
de Heerと言ひ、□本語の通譯官で、も 

う一人の方は何處かのoficejoに務めて 

いるらしい。de Heer君【】木語で、「H 
本語しゃべれます。母ぽ日本人で長崎で 

生まれた。漢字も讀めます。」と言った6 

此の男はバタビヤにある日本人局（FI本 

人に關する種々な情報を集める所）の通 

譯官だ相である。僕のとまった箱根ホテ 

ルに偶然にも僕の他に一人のエスペラン 

チストがとまっていた。吉田と言って大 

阪商大の研究生で、夏休を利用して何か 

調査に來ていたのだったが、此の人もパ 

タビヤのSamideanojがたづねて來た 

哇ホテルにいたので一緒に少しの間話し 

合った。吉田君は用事があると言うので' 

ホテルに殘って、僕と三人合計四人自動' 

車をやとって衣の市街をドライブした〇 

英の翌朝Buenting君が自動車で迎え 

に來てくれたので二人はBataviasch， 
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Nieuwsblad, De Java Bode, Het 
Nieuvvs van den Dagの三蘭字新間社 

とBintang Timoerと言う馬來語新聞 

社を訪問、盛んに宣傳を試みた。I】本で 

は放送局で毎□エス語講座をやってい 

てヽŭ本に來る外人でエス語を知ってい 

る人は何の不自山もなしに旅行すること 

が出來る爭弄、盛んにまくしたてたもの 

だ。其の口の夕刊（爪哇の新曲は全部タ 

刊）に堂々と其の記事が出た。中でも爪哇 

ーの大新聞 Bataviasch Nieuwsblad は、 

Seido Miyatake, Bestudeert inheem・ 
sche folklore en talen の見出しで貴 

重な紙面を十八行も費いやして、日本の 

人學专? Seido Miyatakeがエス語の 

普及宣俺に爪哇に來島したことを報道 

した。エス語に好意をよせているJava 
Bode は Propaganda Esperanto の見 

出で書いてくれた。土人新聞で一番大き 

な Bintang Timoer の忙幹 Parada 
Harahap氏とj社內で向・った時僕が馬來 

語で話しかけるとすっかり驚いたが非常 

に喜んだ〇ここぞとばかりにBuenting 
君と二人してエス語の宣傳をやる。僕は 

馬來語でBuenting君は和蘭器で一生懸 

命にエス語の宣傳を試みた。其の日の夕 

刊を見るとあんきり宣偉がきき過ぎた爲 

か僕の馬來語をむやみにほめて、肝心の 

エス語の方を忘れている。

ハ月十一日の朝バンドンに向って空の 

旅を決行した〇 Iken君からバンドン市 

のSamideanoの住所を敎えられてはい 

たが、午前中はたづねても家にはいない 

しヽ和蘭人は人抵午後一時頃から自宅に 

歸って四時頃まで蓋寢をすることになっ 

ているから、此の間に和蘭人の自宅に訪 

問すると言うことは最も失禮だと言われ 

ている。夕方からは僕自身の用事があっ 

て行けないしヽ殘念ながら同志に面會出 

來ないで翌朝ジョクジャに向った。ボル 

ボドールの佛蹟の近くにマガランの市が 

ある〇この市にも一人のSamideanoが 

いるのだ。自動車賛五ギルダー（當時邦 

貨9圓）も取られるのが馬鹿くさかった 

からやめた。

十五日の衣僕はスラバヤのホテルから 

餘り遠くない住宅地のJuliana Boule- 
raid街の力に美しい隔洋の月をながめ 

ながら步いてい沢。UEAのdelegito 
P・A・ Kellenbeg氏を訪う爲だ。自分で 

は西向きに步いているつもりだったが、 

北極星に對する南半球のサウザン・クロ 

スの四つの星がね手に見えていたから東 

向きに步いているのに相違なかった。門 

前に貼られている番地のNo. 3の字を 

見つけたが——そこは家の中は眞黑で、 

入口の垣根の橫にu Te Huur Mと貸家 

札が 丈てられていた〇 Komercistoの 

Kellenbeg氏も去年から急に吹き出しナ:: 

不景氣風にあてられたのではないか等と 

考えながら、道々至る所に貼られている 

Te Huurの字をうらめし相にながめっ 

つ馬車をやとって並木路を走った。

肓方號重要正誤

頁 欄 仃 誤 正

401 一】9 pastro jaelato
〃 〃 * filitro "listro

402 7 histria hstoria
〃 16 lingvo

strukturaj lingvostrukturaj

412 左 14 ある場には ある場台には

415 左 10 事を云ふ と云ふ

〃 右 10 homoj, kiu homoj, kiuj
〃 〃 -2 tiel tiele

421 右 23 Vojo Vojon
424 10 mondifis modifis
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私 の

私の詩は今まで幾つもレヴーオに揭載され 

たがヽ平素からつきあってゐる極めてちかし 

い人々の他は何も言ってくれなかった。まる 

で閤夜に鐵砲のやうで手ごたへのないことお 

びただしかった。それが或る日小野田幸雄氏 

の『エスペラント四週間』の中に、拙譯の俳 

句が引用されてゐるのを見て、注意してくれ 

る人もあるかとありがたく思った。

その小野田氏がレヴ-才の六月號で私の貧 

弱な詩集を鄭寧に批評してくださったことは 

特にあっくお禮中さなければならない。

そして扌旨摘して下さった原典に對する不注 

蔵は正に適常な御忠吿で感謝し、今後は十分 

注意するつもりである。折角拙作を問題にし 

てくださつたのだから、この機會に、同氏の指 

摘されなかった更に更に大きな基本的弱點と 

して私が考へてゐるところを述べて、今後の 

御理僻を願ひたいと思ふ。

それは詩に對する私の煩悶でちるC

あの詩集を讀んでいただけばわかるやうに 

私は詩や詩人を嫌惡し駕倒しながら、同時に、 

ふしぎに愛着を持ち・自ら詩を書くもつれた 

氣持を持ってゐる。私は元來詩を作るより田 

を作ることがはるかに尊いと信じ、勞働者や 

貧農のために及ばずながら働いて來た。だが 

同時に、不幸な病氣が.幸ひに身«5を激務か 

ら引き離してくれた時にのみ詩を書いたので 

ある。その時は、乂、才ネーギンのやうに韻 

律のために命を惜まぬ熱情で、發熱の病床で、 

夜を微する愚行を演じた。こんなに愛着しな 

がら媒惡と擲茂とはもちつづけヽ紙は反古の 

裏や本の餘白へのみ書き・書いたのは友人の 

もとへ敢佚させてしまった。唯友人たちの好 

意で集められたのが今度出版していただけた 

のである。こんなもつれた氣持をもってした 

ものであるから.飜譯にちたっても、原典も 

あまリ穿鑿せず、ただ興の至った時に課が出 

來たのであって、意圖をもって作ったのでは 

ない。

第一に指摘された「おきの海」は「徒らに 

安き我身」と共に.私の非常に早い頃の譯で・ 

中學校の讀本か何かからと.り、その當時の血 

氣にはやる氣持では・萬人の限りない哀愁と 

は正に正反對に、歴史はいかに皮肉に殘酷で 

あるかを痛感し・支配者の嘆きによって.若

意 圖
伏井 迂

い被支配者の心を鼓舞したいと思った、極め 

て特殊な意圖があったために、原典等に不注 

意になったので、今としては若氣めいたりの 

道草と思ってゐる。

「弾の聲」は別府の大河原氏に借りた荻原井 

泉水氏の著魯の中に、あのとほりあったので 

ある。

萬菜は最初大阪版の通俗本を人から貰ひ♦ 

後、大河原氏から佐佐木信綱氏の「ポケット 

萬菜集」を借りた、しかし■課を讚んでくれ 

た柴田君等は、佐佐木氏の他の著書によって、 

原文を直してくれ.その他も讀む人每に直し・ 

直ししてヽ元にかへったりするので私は呆然 

とした。

結局、これは諸氏、それぞれ說のあること 

であらう.決定は「校本离葉集」にでも期待 

しよう.我々の氣に病むところにあらずとあ 

きらめた。

けれども.それよリも一層大きな煩悶は、 

原典二三の穿鑿では足りない、文化の傳統を 

深く理解する素養が必要だ、區々たる個人の 

業ではいかぬヽ多勢の共助がどうしても必要 

だといふことであった。乂・飜譯そのものが. 

はたして如何に可能か・如何なる意義がある 

か等でちった。

それに對して.私は、次のやうな結論に先 

づ到逹した。• - •<

形態■内容同峙に完備した飜課は不可能だ。 

藝術的形態をとった課ゝ科學的に說明する譯・ 

それに通俗な譯等大體三種くらゐ・別々な譚 

の型があリ得るのだらう。蔑葉の形式を正確 

にとり、なほそれにエスペラント流の韻律を 

も課すことは、これは譯ではなくして、一つ 

の別個な創造だと思ふ。ちゃうど、フィッゼ 

ラールドのオマルハヤムやゲーテのノ\ーフィ 

スの詩におけるやうなもの.,そして、創造の 

意氣をもって書き績けたのであるG

その點も原典を輕んぜしめた理由である。 

だが、これは十分成功してゐない。特に解譯 

として見る時は、のどかな調子等が出なくて 

失敗してゐる。

これ等の苦い苦い苦しみを、やっつける形 

でも.同情する形ででもいいから指摘して欲 

しかった。

原作詩についても、もっとそのことは音へ 

るのである。尤、と腕とがへだたって.なだら
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かな.卒直なものができず.こせこせと、技 

巧ぶったものになるのが苦しかった。このマ 

ンネリズムを眞向上段からやっつけてもらひ 

たかった。私は恥かしくて多年秘めてゐたけ 

れど、ただ眞向から打下し、鞭槌する友が欲 

しさに人前に出したのであった。

「歌詞流麗」の讃辭はあまりにもつれない。 

批評に關しては、小坂先生がプロエス講座 

に封するものは、骨身に徹して感謝してゐる。 

新刊批評者はエスペラント運動の發展の大道 

をしっかり踏みしめ、基本的な點をのがさず 

たたかなければいけないC

小野H!氏が最後に「古典の翻｛譯に當る人は」 

云々と言はれてゐるのも、實に本意ないc何 

故に「エスペラント文學の創造を心がける者 

は」と言はれぬか、そして、單に原典のみの 

問題でなく、多くの人々が.文學の問題を深 

く考へてくれるやう訴へたい。

XXX
「爭始』こも、やはり・「綠菜集」と同樣に、 

冷汗の出る大穴があるので、大いに恐縮して 

ゐる。この機會に訂正さしていただきたい。

それは、ミッケヴィッチが物語詩に歌った 

ポーランドにおけるファウスト傅說のことに 

論及してゐる個所に、括弧の中Cシニョーロ • 

久デオ：）と入れてあるのは、（シニョリーノ・ 

卜クルドフスカ）の誤りである。

ミッケヴィッチがゲーテと同時代だったこ 

と、「シニョーロ•タデオ」の序文に「ヘルマ 

ンとドロテア」の情景などとの比較があった 

やうに思ふ。それらのことどもを、それから、 

それと話したのが、壓縮されて、あの誤謬と 

なったのであるc

誤謬の懺悔ついでに、拙著「プロエス必携」 

の發音器官圖、あれも、人まかせにしたらヽ 

書潰しが紛れこんで入ってしまって.全く讀 

者に巾譯けないことをも"0•っておきたい。グ 

-の音も出ないやうな圖が入ってゐるが、ま 

だ誰からも.扎叱りをかうむらないので.な 

ほさら痛み入ってゐる。

いかに貧乏に追ひまくられ、火の車に攻め 

られて書いてゐるとはいへ、これではいけな 

いと自ら叱責してゐる。

今までに書いた書物について、少し落着い 

て想ひ巡らすと、いかにも子供が描いてゐる 

給のやうで.馬を描いたつもりが鹿になった 

り、英雄を描いたつもりがへのへのもへにな 

ったり、全く 一種の感慨に責められてゐる〇 

だが、あくまで:城實に追及して行きたいと期 

してゐる〇

粗漏さを克服して、立派な.どこへ出して 

も恥しくないものを築きたいと勉强してゐ 

る。諸兄の楸継をいつも强く望んでゐる。

XXX
與へられた機命を一層有效に使ふため、私 

は、次のやうなことを附言しておきたいc

上にあげたやうな誤謬は.兎を追ふ獵師山 

を見ずの勢ひで犯したもので、その兎たるや、 

ロ分では、すばらしいものであると思ってゐ 

る。

その兎の要點は、上記の諸著書では.まだ 

完仝には表現できなかったが、私は、それら 

によって、音語の本質論.言語の進化論・K 
語と人類文化との關係を強く正しく指摘した 

かったのである。

言語の本質は決して普通に考へられてゐる 

やうなー糧の形式ではなく .人間の・命その 

ものであること、言語は.あらゆる部分が科 

學的に取扱はるべき正確な進化の法則をたど 

ってゐること導なのであるゝ

學會發行の「鍵」などに.動詞の話尾變化 

の時と法を漫然と並べてゐるのは、「法」の發 

展が♦文化史上、人類頭腦發逵の巫要な事件 

であることを忘れてゐること.不定法を原型 

と考へることの誤り、助辭の發展段階'奈・幾 

多詳述したいのであるけれども、科1々な事情 

のためまだ果すことができない。

XXX
誤りについていへば、おもしろいことを思 

ひ出すCもう十年も前、レヴーオの懸賞和文 

エス譯で.私は白い前掛をnigra antaŭtuko 
と辭譯した。すると小坂先生は間違ってはゐ 

ガが■なかなか大瞻な譯だとほめ、詩集Dorna 
Karesiloを下さった。それを苦心して讀んだ 

のが、原作詩に對する興味の病みつきになっ 
たのである.； :

XXX
エスペラント運動で敎科書の出版は手形を 

濫發してゐるやうなもので、エスペランチス 

ト民衆は金人類へそれだけヽ債務を負ふcそ 

れを何等かの文化的に績極的な.创造で支拂は 

なければならない〇文學め硏究はこの意味で 

も必要であるC □本のエスペラント界は負債 

（語舉書）が多く.財産（科學書及び蟄術書） 

があまリにも少ないCこれはエスペラント界 

のみに限らずゝ日本人が生活の仝部門で持つ 

てゐる缺點である。

日本のエスペランチストは大いに努力しな 

ければならない。
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1 933年年頭の大飛躍
「レヴーオ」の內容刷新ビ新雜誌「エスベラント」の發行

去る11月13 ［ヨの學會役員會にて本號卷頭言記載の如く從來の『初善エスペ 

ラント』を『エスペラント』と改題の上一人飛躍をなさしめる爭となつ•た。その 

結果本誌La Revuo Orientaとしては

1） 從來揭載の初等中等向き讀物は一切新雜誌『エスペラントノへゆづる’耳に 

したためそれだけ頁數に不娈の部分を生じた骄。

2） 從來よりもー・府高等程度のエス語硏究雜誌としての本領を發摊するため 

從來使用の9ポiント活字をそれより小なる8ポイント活宝を使用する事 

とし內容の充實を計った事。

3） 從來よりも一層澤山の人々によんでもらふため其鳩讀料（從來は學會普通 
維持口の會費と碣讀料とは同額であつがそれに差違をつけた—委しくは 

下に記す）を低減する事とした。

以上の三つの理由によってしa Revuo Orienta誌は來年一月號から頁數を 

23頁に減少する事とした。

新春を期して面冃一新する

La Revuo Orienta
ゝ—、r頁數減少するも高級讀物は却って增加 ------- ヽ

來春よリ新雜誌『エスペラント』の獨立と 

共に本誌しu Revuo Orientaは上記の如く

り 從來の本文4（）頁を28頁に減少する。

2） その代リ從來の9ポイント活字をや 

め8ポイント活字を使用する事とする。（報 

溥欄は從來の如く六號活字使用儿而して9 
ポイント活？では一頁に1332字C18字恭78 
行）を收容するに過ぎないがゝボイント活彳: 

では一頁に1760字C20字詰88行）を收容 

し得るが故に頁數に於ては三割の減少であ 

るが内容に®・ては一割の減少にすぎないC

3） 本誌が從來初等屮等讀物に割愛して 

ゐた頁數は40頁屮6頁乃至、頁にてこれは 

全頁數の1・。割乃至-割に相當する。

4） 故に來年度の本誌は從來の木誌よリ 

も頁數が減少したにも抱らず高等硏究的記 

事の輦に於ては却って增加を示すこととな 

る。

而して 來年度の本誌は大體從來の本誌と 

同樣の編輯力針の下に機關誌としての役割 

と學習硏究雜誌としての役割の兩方を果す 

こととなったが、唯初等中等讀物は ・切新雜 

誌『エスペラント にゆづる事となった。而 

して特に來年度よリー層編輯上努力したい 

と彩へてゐる諸點は。

n 特にエスペラントの諸厚的硏究の發 

表に意を用ひる※。

2） 外阈で發厅されてゐるすべてのエス 

語雜誌中の亟要記护:恋に誌學的硏究に關す 

るヽを拔举乂は金文躲譯紹介に努めるが（之 

は外國雜誌の端讀料が爲桥相場の丁落のた 

め怜こ瞳貴せし結果、その鮒笊が我國人に昭 

んど不可能となった故）。

3） エスペラントの高需程度の學習者の 

好伴侶たるべき記事を滿載する爭につとめ 

る事〇

之を要するにゝ來年度の本誌は從來よりも 

一府エス韶硏究者の座右の友たるを期する 

と共に又.エス話普及運動者の好伴侶たらし 

める樣全力をそゝぐことに帑める考へであ 

るGついては會的各位からの忌憚なき御批 

評や御鞭犍をのぞんでやみません。
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二雜誌の新陣容
その結果從來は學會普通維持員の會费とR・〇.誌の購讀料とは同額であった 

のが來年度からその金額に羌違を住するに到ったので學會維持口と琨なるR•〇
1-0

1） R. 〇.誌は『エスベラント』誌の如く全國小賣店にて發賣せず單に學停へ 
の直蟻購讀首にのみ配布す。（・哄會維持りに・期洞配伯する事ぽ從前通!））

2） R. 〇,誌の購誼料は年額1圖80錢（送料共）とする事。 

但し一部竇は15錢（外に送料2錢）とす。

3） 學會維持員會費は何等變更せず從來のまゝとす。卽も普通維持員は2 iai 
40錢、正維持員は3圓、賛助維持員は5圓ゝ特別維持員は1〇 Wo

4） その代り學會維持員へはR. 〇.誌を恥料配布する外に内容發富な年鑑 
を無代進呈し且今後舉會にて出版の新刊圖書を特別割引すること。（圖書に 

より割引せざる爭あり——割リける場介はその都度本誌1:にて發表す。）

5） 學會維持貝で『エスペラント』誌を購讀のばあひは特に學會で年額3〇錢補 

助する。誌代一年分2圓30錢のところを2凰拂込まれればよい）

尙ほ本誌R・〇 •の編輯は岡本好次氏捱當し、『エスペラント』の編翰は三宅 

史平氏Zに當る。

「初等エスペラント」を撮張改題した

新雜誌『エスペラント』
------- -その編輯方針と新容貌へ

改題擴張後の「エスペラント」の對象とす 

る3K近階級は、一口にいへば、初等乃至中等 

程应の人々である。けれども、こえ讀に府の 

段階について定義を下す前に.我々はまづ工 

スペラントが他の外國語に比して&丫殊な位

るものであることを知らなければ

ならない。その特殊性に就いて•二つの正要 

aii ■

な黠があげられるC

その一つは、讚者府の多面性である。これ 

が、自然話であれば、例へばイギリス語なら 

ば、その初等雜誌は、屮零學校の•一年生を口 

標とすればよく、イ也のフランス器ドイツ語 

などの雜誌であれば■高等學校初年生程度を 

ねらへばよいのであるcけれども、エスペラ 

ントにちっては、あらゆる年齡と、あらゆる 

種類の人々が.その雜誌の讀者府を形成する 

であらうことを豫想しなければならない。こ 

とに本誌の目的がヽ大衆”獲得にある以上、 

一層廣汎なそれが期待されるわけである。

次に、よŬ亟要な・上リ根底的な問題は、 

他の誌學が單なる語舉としてヽ卑問されるの 

と異って、エスペラントにあっては、それが 

語舉として、學問される以上にゝ何よりもま 

づ■それが生活されなければならないといふ 

ことであるCこのことなくしてはヽエスペラ 

ントのみ習は・殆んど無意義にひとしい。し 

かも從來、この朮大な事實は閑却されがちで 

あった。

以上二つの事情に處する逍、いかにして、 

多面的な敢者府に對して普遍的に滿足を與 

へ得るか、いかにして、讀者をして、エスペ 

ラントを生活せしめ得るか.それが細梆者に 

課せられた問題であり.それに對する編輯者 

の解答が、雜誌;・エスペラント」の編柝力針 

となるのである。その詳細な答案は・來月の 

中旬には、全國の書店の店頭にひろげられ、 

同志諸氏の公平な審判を待つことになるわ 

けでちるが、編輯に當っては、讀者の最も親 

しみやすい愉快な逍づれとなり、汉、讀者學 

習上のよき拍車となる雜誌にしたいと思っ 

てゐる。第一••號はKOの讚者諸氏が一人殘 

らず手にして御批判下さるやうお願ひするc

騁裁は本文四十頁〔從來の本誌にくらべれ 

ば約四倍）、大部分は9ポ組•これにハポ、六 

號を適仇に加へる。表紙は三色版。木文に 

も多數の寫眞版を挿人する徐定であるC *'
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MUŜO
Riiĉi Jokomicu

Trad. U. Ŝirouci

1.

Estis meza somero・ しa haltejo estis malplena. Sola, ĉe mallumeta 
angulo de la stalo, la muŝo kun grandaj okuloj kaptita en reto aranea, 
batante la reton per siaj postaj kruroj, tien kaj reen ŝanceliĝadis dum kelka 
temp〇. Subite ĝi defalis kvazaŭ fabo. Kaj for de la pinto de pajlero, kiu, 
premite de ĉevala ekskremento, elstaris oblikve, ĝi suprenrampis sur la 
nudan dorson de la ĉevalo.

2・

La ĉevalo kroĉinta fojneron inter la mueldentoj, serĉadis Ia ĝibulon, 
sian maljunan veturigiston.

/\
Ce la fronto de kukvendejo apud Ia haltejo, la veturigisto jam tri 

fojojn ŝakludis kaj ĉiun malgajnis.
,,Nu ! Ĉesu plendi・ Ankoraŭ unu fojon!" .
Tiam la sunlumo enirinta sub la markezon, falis sur lian kokson kaj 

komencis grimpi sur lian ĝibon, kiu aspektis kvazaŭ ronda pakaĵo.

3・

Alkuris kamparanino en la malplenan korton de la haltejo. Frue en 
tiu ĉi mateno-ŝi ricevis de sia filo, kiu havis oficon en urbo, telegramon 
sciigantan, ke li estas grave malsana. Kaj ŝi kuradis sep kaj duono mejlojn 
sur monta vojeto malseka de roso.

茫 Cu la omnibuso ankoraŭ ne ? " vokis ŝi, enrigardante la veturigistan 
ĉambron, sed neniu respondis.

A
n Cu la omnibuso ankoraŭ ne ? u
Sur la neebena mato kuŝis unu taso surflanke, el kiu malkara teo 

sake-kolora estis kviete elfluanta・ しa kamparanino ĉirkaŭvagis la korton, 
kaj ĉe la flanko de la kukvendejo vokis denove:

,,Cu la omnibuso ankoraŭ ne ?"
,,Sinjorino, ĝi ekiris antaŭ nelonge!" respondis la mastrino de la 

vendaj 〇.

,,Jam iris ? La omnibuso jam iris ? Kiam ĝi ekiris ? Ho ve! estus 
bone, se mi estus veninta iom pli frue! Ĉu alia tamen ne iros ?"
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Tiel dirante per akra larmema voĉo, jam ekploris la kamparanino. 
Tamen larmojn ne viŝante, ŝi staris meze de la ŝoseo, kaj poste ekpaŝis 
per rapidemaj paŝoj al la direkto de la urbo.

” La dua iros! " al ŝi diris la ĝiba veturigisto, kiu ankoraŭ fiksis la 
okulojn sur la ŝaktabu!〇. Ŝi haltis, rapide sin turnis malantaŭen kaj 
suprentiris la maldensajn brovojn.

„ Ĉu ĝi iros ? Ĉu baldaŭ ĝi ekiros ? Mia filo estas mortonta. Rapidu 
por ke mi ne malfruu, mi petas. Cu bone ? ‘‘

ハ Jen kavaliro!
„ Ho, ho, kiel mi ĝojas! Kiom da horoj oni bezonos por iri ĝis la 

urbo ? Kiam vi do ekveturigos ?"
” La dua ja iros!" ekkriis la veturigisto，metante soldaton sur la 

tabulon.
„ Ĉu ĝi iros certe ? Oni bezonos preskaŭ tri horojn ĝis la urbo, ĉu ne ? 

Hm, oni bezonus pli ol tri horoj! Mia filo estas mortonta. Rapidu por ke 
mi ne malfruu, mi petas. Cu bone ?"

4・

El la diafanaj vaporaj ondoj leviĝantaj ĉe la fino de kampo, venadis sonoj 
debati semojn de lotusherboj・ Juna viro kaj knabino rapidis al la haltejo. 
Ŝi metis sian manon sur pakaĵon sur lia ŝultro.

„ Mi portu ĝin.u
” Ne zorgu!"
,,Ĝi estas peza, ĉu ne ?"
La juna viro, nenion dirante, ŝajnigis, kvazaŭ ĝi estus por li tre mal

peza. Tamen la ŝvito fluanta de lia frunto gustis ja salece.
„ Mi timas, ke la omnibuso jam ekiris/4 murmuretis la knabino.
La okulojn mallarĝiginte, li rigardis la sunon de sub la pakaĵo kaj 

diris:
„ Iom varmiĝi s. Mi supozas, ĝi ankoraŭ ne/4
„ Eble iu jam postkuras nin, ĉu ne ?"
Li rediris nenion・
„Mia patrino ploras nun — certe ! u
„ Ni baldaŭ estos ĉe la omnibusejo/'
Ili ambaŭ silentiĝis. Ie muĝis bovo.
,,Se oni kaptos nin, kion ni faru ? “ diris la knabino, kaj momente faris 

mienon pretan ekplori.
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Nur la malklaraj sonoj bati lotusherbojn postsekvis ilin kvazaŭ ies 
piedfrapoj・ Ŝi rigardetis malantaŭen, kaj ree metis sian manon sur la 
pakaĵon sur lia ŝultro・

,,Mi portu ĝin! Al vi la ŝultro jam bonigis ? **
La junulo ankoraŭ silenta marŝis per grandaj paŝoj. Sed sub让e li 

murmuris:
,,Se ni estos kaptitaj, ni nur forkuru ankoraŭfoje! “

5.

En la korton de la haltejo eniris knabeto kun sia fingro en la buŝo, 
tenate de sia patrino je la mano.

n Panjo, ĉevalo, ĉevalo !"
» Jes, ĉevalo, ĉevalo/*
P orsvinginte sian manon de la patrino, li kuris proksimen al la stalo, 

kaj de S mezo de la korto, ĉe la distanco de ĉirkaŭ kvar metroj, li rigardis 
la ĉevalon kaj kriante „ ba! ba !u batis la teron per Ia piedo.

La ievalo levis sian kapon kaj streĉis la orelojn. Imitante ĝin, la 
knabe! 〇 levis la kapon, sed liaj oreloj ne moviĝis. Ĉe 廿〇 li sovaĝe faris 
grimacon kontraŭ la ĉevalo, kaj ree kriante ,, ba! ba!'' piedbatis la teron.

Lzi ĉevalo, kroĉinte sian buŝon al la tenilo de la sitelo, denove en 
ĝin kaŝis la vizaĝon, kaj manĝis furaĝon.

” Panjo, ĉevalo, ĉevalo !"
n Jes, ĉevalo, ĉevalo/*

6.

„ Haltu! Ha, mi forgesis aĉeti getaon por mia filo! Li ŝatas akvo
melonon. Bone! Se mi aĉetos akvomelonon, mi pafos samtempe du leporojn, 
tial ke mi kaj li ambaŭ ŝatas ĝin.°

Vilaĝulo-sinjoro alvenis al la haltejo. Li estis 43-jara. Post la batalo 
tra 33 jaroj kontraŭ malriĉeco, fine lastan vesperon li akiris 800 jenojn per 
la maklero de printempaj kokonoj. Nun lia brusto estis plenplena de la 
planoj por la estonteco. Sed li jam forgesis, kiel lastan vesperon oni ridis 
lin ĉe publika banejo, kiam li portis kun si en la banĉambron tiun valizon, 
en kiun li estis metinta faskon da papermonoj de 800 jenoj.

La kamparanino ekstaris de la benko en la korto kaj venis apud lin.

” Getao " estas plata ligna piedvesto uzata en Japanujo.
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,,Pardonu, ĉu vi supozas, kiam ekiros la omnibuso ? Mia filo estas 
baldaŭ mortonta; devas mi plejbaldau iri al la urbo, se ne, mi timas, mi ne 
povos esti apud lia mortol让〇."

” Ho, kia domaĝo !"

,,Baldaŭ ĝi ekiros, ĉu ne ? Antaŭ ne longe, oni ja diris, ke ĝi ekiros."
„ Nu ! Kion do oni faras kun ĝi ?"
La juna viro kaj la knabino eniris en la korton・ しa kamparanino venis 

apud ilin ankaŭ.
„ Cu vi volas veturi ? Omnibuso tamen ne irus!"
” Ne irus ? " mirigite demandis la juna viro.
„ Ne irus ? " diris la knabino.
,,Ne, kvankam mi atendis jam de du horoj, ĝi ankoraŭ ne ekiras. Oni 

bezonos tri horojn por iri ĝis la urbo, ĉu ne ? Kioma horo estas ? Jam la 
naŭa ? Estos do tagmeze, kiam ni atingos la urbon, ĉu ne ?"

„ Jes, estos ja tagmeze/4 en la flanko diris la vilaĝulo-sinjoro. La 
kamparanino rapide turnis sin al li denove.

„ Cu certe estos tagmeze ? Pro Dio! Antaŭ tiam jam li mortus- Cu 
certe estos tagmeze ?"

Tiel dirante ŝi ree ekploris, sed tuj alkuris al la fronto de la kukvendejo.
„ Ankoraŭ ne ? Ĉu la omnibuso ankoraŭ ne estas preta ekiri ?"
La ĝiba veturigisto kuŝanta surdorse kun sia kapo sur la ŝaktabulo, 

turnis sian vizaĝon al la mastrino de la kukvendejo, kiu estis lavanta 
hurdetojn.

n He ! Cu manĝuoj ankoraŭ ne estas vaporum让aj ?"

Kiam do ekiros la omnibuso ? Ŝvito jam sekiĝis al la homoj kolektiĝintaj 
ĉe la haltejo. Sed kiam ekiros la omnibuso ? Pri tio neniu scias, ramen, 
se iu povus sciiĝi pri tio, ĝi estus aro(1日 manĝuoj fine ekŝvelintaj en la 
forno de la kukvendej〇. Ĉar la unua homo, kiu ricevas freŝajn manĝilojn, 
antaŭ ol iu alia tuŝos ilin, estis la ĉiutage plej alta plezuro al la ĝiba 
veturigisto de tiu ĉi haltejo, kiu dank*  al tia purecmanio estis devigita vivi 
senedzine dum multe da jaroj.

Rini. „ Mangao n esta; vaporumita bulko unika al Jajianujo, Hinujo kaj aliuj Orientaj 
andoj. Ĝi ordinare havas interne de si ruĝfabojn mole kuiritaju kun sukero.
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La horlogo de la haltejo batis la dekan horon. La forno de la kukven

dejo eksonis, levante vaporon-
Zak, zak, zak —fojnon distranĉis la ĝiba veturigisto, apud kiu la ĉevalo 

trinkis akvon jam sufiĉe.

9・

Oni jungis la ĉevalon al la omnibuso. La kamparanino unua eniris ĝin, 
kaj jam fiksis la rigardon al la direkto de la urbo. .

„ Bonvolu envagoniĝi! " diris la ĝibulo.
La kvin veturantoj, singardante je la facile klinebla ŝtupo, unu post la 

alia eniris apuden de la kamparanino.
La ĝiba veturigisto plene enmetis en sian ventrotukan poŝon la 

manĝuojn, kiuj simile al kotono estis ŝvei intaj sur la hurdetoj de Ia kukven
dejo, kaj kurbigis sian dorson sur la veturigista sidejo. Trumpeto sonis- 
Vipo sonis-

La dirita muŝo kun grandaj okuloj nun suprenflugis el la odoro de 
superfluaj karnoj de la ĉevala kokso. Kaj alfluginte sur la omnibusan 
tegmenton, ĝi tie ripozigis sian lacan korpon, kiu antaŭ ne longe apenaŭ 
reviviĝis el la araneaĵo, kaj lasis sin antaŭeniri balanciĝante kune kun la 
omnibuso.

La omnibuso kuradis sub la varmega suno — pluen sur la aleo, pluen 
preter la longe sin etendanta ruĝfaba kampo, kaj balanciĝinte inter linaj 
kaj morusaj kampoj, ĝi enŝovis sin en la verdan arbaron, kiu tuj renversite 
speguliĝis kaj ŝanceliĝetis sur la ŝvito jam amasiĝinta sur la ĉevala frunto-

10.
Interne de la omnibuso Ia babilemo de la vilaĝulo-sinjoro baldau faris 

la homojn kvazaŭ konatuloj jam de kvin jaroj. Sed la knabeto, mankaptante 
koloneton de la omnibuso, sola rigardadis sur la kampoj n per siaj viglaj 
okuloj.

„ Panjo, piroj, piroj!"
„ Jes, piroj, piroj." .
Sur la veturigista sidejo la vipo haltis. La kamparanino trovis Ia ĉenon 

def poŝhorloĝo sur la zono de la vilaĝulo-sinjor〇.

„ Kioma horo nun estas ? Ĉu pasis la dekdua ? Estas jam post la 
tagmezo, kiam ni atingos la urbon, ĉu ne?"
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Sur la veturigista sidejo la trumpeto ĉesis soni- Kaj la veturigisto, kiu 
jam enfaligis en sian stomakon ĉiujn manĝuojn el la ventrotuka poŝo, pli 
ŝveligante sian ĝibon ekdormis. Li dormadis, dume sur la omnibusa 
tegmento la muŝo kun grandaj okuloj rigardis kelke da ŝtupoj da mute 
silentaj pirkampoj, suprenvidis la bru nt eran abruptaĵon, kiu r u gege brilis sub 
la mezsomera suno, malsuprenvidis la torenton subite aperintan, kaj nun 
aŭdis, ke la omnibuso ekknaris sur la malebena vojo sur alta krutaĵo, sed 
tiu lia dormo ankoraŭ daŭris. Cetere, ŝajnis, ke krom la muŝo neniu el la 
vetura ntoj rimarkis la veturigiston dormanta. De sur la omnibusa tegmento 
la muŝo transflugis al lia grizhara kapo pendanta kaj poste sur la malsekan 
dorson de la ĉevalo, kie ĝi sidante lekis ŝviton.

La omnibuso proksimiĝis al la supro de la krutaĵo. La ĉevalo kr mencis 
obeeme kurbeiri laŭ la vojo, kiu montriĝis inter ĝiaj okulŝirmiloj. Sed tiam 
ĝi ne povis pripensi, kiom diferencas la larĝo de ĝia propra korpo de tiu 
de la omnibuso. Unu rado devojiĝis. Subite elstariĝis la ĉevalo, tirite de 
la omnibusa korpo. En la momento suprenflugis la muŝo. Jen ekvidiĝis 
la ventro de la furioza ĉevalo falanta sub la krutaĵon kune kun la omnibusa 
korp〇. Jen aŭdiĝis unufoje la a吐aj ŝirkrioj de la homoj kaj la ĉevalo, kaj 
sur la seka riverlito la maso de kunprem itaj homoj, ĉevalo kaj tabui pecoj, 
silentiginte plu ne sin movis. Sed la muŝo kun grandaj okuloj, plenigante 
fortojn en siajn flugilojn jam sufiĉe ripozintajn, sola forflugis en la lazura 
ĉielo, libere kaj kviete. (Fino)

パローラ・メトード講演會

ブログラーモ

Ĉe metodoに就いて 石 黑 修氏

英語敎授法會議に參加して 佐々城 佑氏

日時 12月4 H （第一日曜日）午後1時半から 

會場 財團法人FI本エスペラント學會•階上

木鄕區元町ー ノ ニ四

c市電本鄕元町下車.お茶の水文化アパート橫入!

主 催

ノヾ □ — ラ ・ メ ト ー ド硏究會

後 援

財團法人！ヨ本工 スペ ラント學角
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ガルスワージ氏ビエスベラント

今年度のノ ーベル文學賞を授與された英國 

の文豪John Galsworthy氏は、數ヶ月前ブダ 

ペストで附催された國際K E- N,俱樂部人會 

に伶長として出席したc

此の?. E. N.俱樂部と云うのは英語で詩人 

(Poci),記者(Editor),小說家(Novelist)の頭 

文宇を取って名づけたもので、penを以て人 

類に貢献しようと氏う文筆家の俱樂部である

此の大金には各阈から約350名の參加者が 

あったが.用語の點で相互の理解が十分でな 

く.通課があったにも拘わらず・兎もすれば 

命の氣分が白けたと云うのである。

(ralswoitliy氏は會長席に在って進行に力 

めたが、一演说終ると通譯がそれを各國•吾で 

繰り返して演說する〇發言を求める場合でも 

三人が同峙に三ヶ國語で呼びかけるc

一方未だ通譯を終らないのに、他方では旣 

に演脫を始めると云う仕末で.其の煩耀と騷 

騷しさは實に想像以上である。

遂には場內も拾收出來ないまでに混亂狀態 

に陷って、流石のGal<worthv氏も會長席か 

ら退くの餘儀なきに至ったゝ

大體此の人的に參加した人々は相當敎養も 

おり、文化の第一戰に立つ文筆家である。

然るに阈際共通胡を冇たなかったが爲めに 

此の爲體。 ・

玆に於てかRavmond氏(倫敦)は此の大 

會の乞で國際聯盟に次の件の捉川方を提案し 

た。

全世界ノ各學校ニ於テ自國詰・以外二必修 

課□トシテ國際共通語ヲ敎授スルノ件

珂由 現代世界二通有ノ病弊ノ原因八相互 

理解ノ不足二在リ。而シテ和"二理幣ス 

ル爲ニハ共通語ヲもスルヲ灵緊耍サトナ 

ス。 *......

同氏の後を受けて Frederiko Karinthv氏 

(洪牙利の著述家 uMorgaŭ matene", "Norda 
vento”の著者)は、更に用語問題に就いて 

說を進めゝ中立語に言及し理論的實用的兩見 

地よりして我がエスペラントこそ國際共通語 

として唯一者なる所以を强關した。

尙此の大會に於て英語は共通語としては通 

用せず事態上記の如くであったからGals- 
worthv氏も定めし阈際語の必要を一層痛感 

された爭と思う。

次囘の大會は明後!934年にEdinbtirghで 

開催されると云うから.其の峙こそエスペラ 

ントがト分に其の使命を杲す樣、同地方同志 

諸君の活疏を期待する。

國際エスペラント運動の動向

旣報の通り今年巴里で開催された第24囘 

萬國エスペラント大會の協議會に於いて、工 

スペラント運動改革間題に就いては各風の同 

志に依って、相當熱烈に論議されたのであっ 

たが・其の中KRの會合で佛闌西常任代表 

Dubois氏提出の.詳細を省いた原則的な骨子 

のみからなる次の樣な改革案は、大多數の承 

認と支持とを得たのであった〇

リ 現在のICK, UKA及KRの任務を 

遂行するが如き唯一の國際機關を設匱す 

る事

2；該阈際機關は每年年鑑を發行する事

3) 各國エスペラント命の角貝は同時に該 

國際機關に屬し後者に分擔額を拂い込む 

事。但し其の分擔顓は前者の命費中に含 

め置くものとす

4) 各地方委員は其の地力會の巾出とNi!・ 
cin Societoの承認ある者たる序。但し地 

力會の存任せざる場台にはNacia Societo 
の指名に依る事

5) N際機關は評離員團之を主宰し評議貝 

團は各加入會代表者より成リ國際迩動は 

此の扌旨示を受ける事

6) 阈際機關は報吿書を少くとも年二河刊 

行して仝會員に配布する事

決議案

佛闌西エスペラント普及會はヘルシン 

キ規約は明门に不適當なる妥協なる事を 

確認するものなリ。其の所以は當初よリ 

之に依る統•機關には充分なる根據を認 

めざるが故なり。現任危機に直面し一般 



469

エスベランチストの要求に依りて合理的 

なる統一•蠟關の結成を期するものなり。

提議

1?ヘルシンキ規約の撤腋。

2)上記原則に基づくエスペラント連動機 

關の再組織,，

3;新機關の規則を起草する爲めに十分能 

力のある委員會を選出し詳細は之に一切 

委托する事。

り 遲くとも今年十月末迄に新規則をIX 
に提出し之を通して各國のNaciaSocieto 
及UEAに送付する事。

新機關は1933年より事務を始めるもの 

とし、それまでは現在のJCKは其の事 

務を繼績する审。

殆んど大部分の川席各國常任代表は木案に 

賛意を表した。けれども極少數ではあったが 

意見を異にする者があったので、結局投栗に 

なって賛否を確める事になった。

結果は次の通リであった。

提案に賛成 5401票
不賛成 IGOS M
棄權 1400 票

之に依Ŭて是を觀れば現在國際エスペラン 

ト運動の列向は統一され介理化されて一人台 

成力を為し北悸の大口的に向わんとしつつあ

ると云い得:ると,思うC

エスペラン ト良書廉畫

世界の隅々までも行き渡った不景氣風に辟 

易せぬ物とてはないが・其の中でも最も苦惱 

の甚だしいものはEsperantujoの讚書界と出 

版界とではあるまいか。

それと云うのはエスペラントの本は一•般に 

高價であって、誠書子は此の心の糧を手に入 

れるには隨分苦勞しなければならないのであ 

るe 一力乂出版者の側から云うと.此の方而 

の書籍は兎角牧れ行きが拶々しくないので、 

自然窩價にしなければ箕盤が取れない。

どちらの申し分にも相當な理由があるが. 

Esperantujoの興隆の爲めには.此の様な窒息 

の狀態ではどうにもならないe

良い物を安く買いたいと云う需要/?側と、 

見达み違いがない樣に成るべく多く寶りたい 

と云う供給者側とのヽ相互關係が必滑に行＜ 

様に運びをつけたなら、双方とも滿足出來る 

具合にはならないであろうか〇

此の様なM的の下に生れたのがAsocio de 
Esperantaj Libro-A mikoj (エスペラント書籍 

友の會〉である。

試に來年度に於けるAELAの計劃を見み 

と成る程と點頭出來るものがある。

會費13.50 sv. fr. Fこ對して頒布する書籍は

1) Hungara Antologio
Kolomano Kalocsay
15.5 X 23 cm. — 480 p.

2) Pri U Moderna Arto
Bergkowski kaj Grenkamp・
15.5x23 cm・ー本文32p・,寫眞64p.

3) Preter la Vivo kaj Pilgrimo
Julio Baghy

4) La Sorĉistino el Kastilio
Izrael Lejzerowicz
13.5 X 20 cm. 一 160 p.

め Febro aŭ Ia Venena Spiro de Baba Ologe 
Jean Forge
13.5 x 20 ciu. 一 240 p.

G) Enciklopedio de Esperanto
1.Ŝirjnev.
15.5 X 23 cm. — 640 p・

合計G册約2000 個別に買うとすれば 

55 sヾ.fr・を拂わなければならない。乂上記 

の書籍以外のわ册許リの中からも任意に選 

擇出來る様な便宜も圖ってある。

此の外に會員には新刊時報をも送付するは 

ず。全世界を通じて經濟界の危機を叫ばれる 

折柄、月割にして1.5 sv・fr.,【I割にすれば 

5 centimojにも足りない低陳な會费に依って 

讀書界を益し出版界を利し■而もEsperantujo 
の文献に資する此の種の企劃は誠に注目に値 

すると云わなければならない。

エスペラントで尋ね人

波闌土の Scienca Esperanta Rondo の會員 

中に、大戰中に行衞不明になった门分の息 

子を搜して居る人がちる。苗ね人の名はBla
ze wski Sergjuŝとえい1896年生れ、1917年 

にレニングラードの高弊交通烬校から電氣科 

,工兵に徴集され・同年末には陸軍工科學校の 

試驗に及第して入學して下士となったc其め 

後士'|Tとなってフィンランド方面で從軍中に 

消息を斷ったので極力各地心當りに聞き合せ 

たが杳として不明なので、今度はエスペウン 

卜同志の力を藉リて擾したいから此の記寮を 

揭載して欲しいと云うのであるC宛名は 

Scienca Esperanta Rondo 
BĵdgOHzez, pl.Wolnoŝci 9・ FoJujo.
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滿洲エス聯盟總會
10月13日ヽ10時から第5囘滿洲エス聯盟 

穗會が、奉天滿洲醫科大學附屬病院で開催さ 

れた。按春及び大連からも、各數名の參加あ 

り.出席者27名ヽ非常に盛會であった。 

當口のプログラーモは下記の通りである。

1・總會=】・開會の辭。2.エスペー ロ合 

唱。3.各地代表挨拶。4.演說。5. 
議事。6.閉會の辭、紀念撮彩。

II.畫食。HI.晚餐符。IV.閉會。 

挨拶した各地代表者は.淵⑴多穗理〔長春;）、 

北尾虎男〔大連:、出口論賀曆（舂天;）、西村侏

を利用し1J月6-3日の3日間.エス展を開 

き、よき宣傅をなした。

鐵道エス聯盟第二回總會
鐵道エス聊盟では、10月16日9時30分か 

ら嬢京丸ノ内鐵道クラプで、大會鐵道分科會 

をかねて第二囘總會を開いた。出席者は、小 

放狷二氏外30名。

田中覺大郞氏の開會•の挨拶にっいで、田中 

氏推薦の宮野武雄氏議長に當選、靑木武造氏 

を書記に指名した。本部報吿、地方狀勢報吿 

の後會議に移る。主要な議題、鐵道關係術話 

の硏究及び蒐集は「鐵道用話妥員會を設け、 

これに當らせることになった。鐵道の揭示類 

にエス語使用を鐵道大臣に再建議。これは分 

科會・の名で大會に提案、可決された。

次に常任委貝を改選、（聯絡）「H中覺大郞、 

靑木武造、（宣傳：宮野武雄、矢島英男、宋禹 

憲ヽ（敎育）青木（兼入（川版）小松文夫、（會 

計）河野政好の諸氏が選出された。

小坂顧問の激勵の意味の挨拶あって後、閉 

會した。

雄〔奉天人安徳淸敏 

c大連;）の諸氏であっ 

た。演說は北尾、淵 

Hk安部淺吉「奉天） 

の諸氏。

議事に入りヽエス 

詰を滿洲阈公川語に 

採用せしめる件、滿 

鑽關係及關東廳に對 

しエス語採川に關し 

必要なる進言をなす 

の件等を可決した。 

聯盟代表は改選の結 

果醫大敎授安部淺吉 

氏當選。次囘開催地は長春に決定。

】フ時から懇親會に移リ・自己紹介、自作工

東京學生工 
ス聯盟總會

1U月1日】4時から 

寳生會館で大正大の 

主催で秋季總會を開 

いた「出席9校ヨ5名役 

員の改選.大令學生 

分科會の主催引受及 

その招待狀を全國學 

生エス會に出す事、 

Bultenoを發行する 

爭其他を決定した。

10 月 6 日 Bulteno 一號 

を發行。（TEIS報） 

日本エス學生聯盟總會
ス唄披露等に販った。c普111茂氏報） 大會第2 ロ cio n e H）9時から寳生會館

第一回北九州大會
危ぶまれた天氣もからりと晴れた10月16 

Ho小倉師範學校合同敎室に會する者26名 

10時開伶。中西氏司窃、種々の提案議論あり 

中食後紀念撮影をし・古刹大寺を總て妙見に 

ビクニーコ。け時から都庵で映餐會。

19時過閉食、來年は戶畑に決定。

なほ小倉師範の劍立二十五週年紀念展覽會

で總會（大會學生分科會■［を開いた。TKLS司 

會、出席17校97名、I.各校の情勢報吿（ロ 

頭及書而人!I・日本エス學生聯盟に關する討 

議をした。口に於て、暫定的に定められて 

あった聯盟の規則を討議確定。〔同上钗） 

.1〇月30日總會のProtokoloを發行した。 

會費未納の諸校は至急納入されたい。未加入 

の學生エス會は學會内聯盟あて申込まれた 

い。 日本エス學生聯盟
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岩波講座にエス文學
岩波書店は近く世界文學講座を出すことに

なってゐるが、その中にエスペラント文學の

ためにかなり多くの頁がさかれることになっ

た。執筆者は小坂狷二氏である。

子供會でエス語歌合唱

長野縣松代町海津子供會では10月29日大 

會を開いたが.その際、尋常二、三年から五 

年まで位の兒まがエス譯「君が代」「春が來 

た」を合唱して、喝采を博した。（栗林氏報）

鐵道エス聯盟總會

岡山のエス運動復活 
ーー岡山エス俱樂部創立—— 

英人ガントレット氏の塔と共に、我國にお 

ける組織的Esp.-Movadoの歷史の最初の頁 

を飾った岡山は、かつては1923年第1.囘日 

本エス大會を招待したほどエス迩動が盛んで 

あったが.近年はす 

っかり沈滯してゐ 

た。これを遺憾とし、 

ラヂオ講座に上る新 

同志の獲得、岡山工 

ス運動に緣故深い柴 

田岡山腦病院副院長 

の來任を好機に運動 

の再組織を計り・10 
月21FI、カフェーブ 

ラジルで岡山エス俱 

樂部の設立總會を催 

した。決議事項は下の通りである。

1.會名.岡山エス俱樂部。2役員〔顧 

問）田村醫大學長、（幹事長）柴田i閉ー、（幹 

事）小川、仁科、佐藤・吉永、3. 口的・エ 

ス語の普及・實用、親睦ゝ 4.例會・每週 

金0219時からカフェーブラジルで。5 •停 

費、每月1〇錢，6・事務所・岡山市濱81小 

川方。劍立總會の出席者】5名。（書記很） 

バローラ・メトード講演會
第二十囘日本エスペラント大會P.M.分科 

會の決議によって生れたPM•硏究會はその 

第一步として.全國からエスペラント講習會 

の成績や講習會に於いて試みたカ法を集める 

ことになり旣に先口第一囘の質問書を全國の 

會員諸氏へ發送した。右の質問書はその方面 

を硏究してゐる营野氏の作製によったもので 

あってその結杲は整理の上會員諸氏へ報吿す 

ることになってゐる。入會御希望の方や報吿 

をうけたい方は岩下順太郞氏［東京市II本橋 

區蠣殼叮二ノ十三ノ宛お冏合せ下さい。

尙別項（468）頁の廣吿のやうに十二月四日 

（那一日蹤II午後一時半から、日本エスペラ 
ント^會後援の卜に學會講堂にて.石黑修氏 

「Ĉe Metodoに就いて」佐々城侑氏「英語敎 

授法會議に參加して」の講演會を催すこと・

秋田エス會創立
BKエス齬黑座の最後までの聽講者が35名 

の多數にのぼったので橫手エスクルーボ創立 

者の一人屮HI氏が秋田圖書館に來任されたの 

を好概に、十一月三口猿谷氏宅で秋旧エスペ 

ラント命CAkita Esperanto-Societo）を创立し 

た。每土曜19時か 

らザメン・フ贖おの 

輪讀命ゝ伸話會・初 

等講習會開催等にっ 

き協議。事務所は秋 

田市平形谷地町上丁 

20中田勝造氏方。委 

員・遠山希嶽.高橋 

金之助ヽ中野德太郞. 

猿谷菊三郞、中H!勝 

造の諸氏。CAES中 

巴垂員報2 
・になった。東京附近の同志諸氏は是非御來 

聽願ひたい。〔福田仁一氏報;）

鈴木助敎授歸朝
長らく獨逸で醫學硏究中であった、千葉醫 

人助授授鈴木正夫氏はio月11H歸朝・翌12日 

T菜到养、クルバーノは大喜びで「われらの 
ブレジダント」を驛に出迎へた〇

10月22『［13時から大學會館で歡迎命開催。 

谷川助敎授はじめ多數出席。歐米エス運動狀 

況について二時間にわたって愉快な土産話に 

耳を傾けた。cフォリアーロ•クルーボ）

東京堂第二回エス展
大令を機とし束京堂小@f部展!«會場でエス 

展覽會が】〇月苗日から4日間開かれた。出 

品は後援の學會、普及伶を始め.金國の各團 

體及び多數同志諸氏の愛藏にかゝるもの一千 

餘點。一般的に最も興味を引いたものは、工 

ス語によって蒐集した各國の子供給本、エス 

文入リ各國案內記1〇〇种・Eseistojにはブリ 

ヴァー博士吹込エス語練習レコードヽ 

出品のエス帯團體の诃員增減統计表等であっ 

た。會場で卽賣した圖書類は特價提供のもの 

を始め.獨習書84册.辭書19；册其他敎科書 

參老書も多く賣れ一般的に相當の反舂を示し 

た。 （東京堂エス部擁!
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名古屋CNESĴ初零=11JJ1口から〇由 

比氏指導〇 ★［亨榮エス會〕白木欽松氏指導 

で開曜中・中等程度に進む。（竹中委員報）

京都〔同志社中學エス會〕!1）］门|から、 

放課後約一時間、講帥ゝ丿〕・水、成円氏・金. 

西村氏。受講者15名。

小倉〔エス硏究會〕初笠=1U丿J1日から14 
日間・その後每適1受講者8名。

八幡〔エス會〕初等:= 1（）JJ 22日から2週 

間、その後は每週3囘。受購者6名。

京都〔龍谷大學エス會;）初等=11H 7 H 
からー適間開催、伊藤勝隆氏指璋。受满者7 
名。用書「短期溝習書」ゝ★中悸輪讀=（一 

部）、每水、用書「イソッブ物話」ゝ（二部）每 

土、用書ザ讀本」。〔龍大エス會報）

束京〔鐵道エス$r〕初等=】〇刀31日から 

”遍間每遍3囘、ラヂオテキストで、淸木、 

矢島兩氏指導c受講者20餘名。

神戸〔kea〕初零=1〇片2〇日から2ヶ 

Ŭ。每丿ハ木!9-21時。會場种戶エス協會。 

講帥、前円、原木兩氏。伶費2冏くテキスト 

代共）。テキスト、前FH氏作製。諜習生2名 

（わづかにu ーマ字を解す）。講習方針/原木 

氏案）文法の說明を極めて簡潔に、用例を多 
く、耳から言語を入れるため溝師は黑板应フ. 

リントを主眼とせず口を主眼とする〇 P. M. 
を加味し二時•間中一•時間半は文法ろ說明に用 

ひ後時間はPMIこよる〇要するに兩Metodoj 
の折衷法である。囘數を重ねる每にその時間 

に用ひる日本語の數の減少に努力する〇え第 

一河目から直ちに作文十題を術題として出し 

その日の復習の材料とする。（原木文夫氏報）

新潟CHESĴ】1月巾開講・每土夜〇場所ヽ聖 

心幼維関、用書短期講習書」新聞記事效を奏 

し受講者13名（内6名高校生）〇 （IIES報）.

長野〔丧野エス命〕初等=□本エス大會 

の歸途立寄られた竹內藝吉氏を講師として閒 

講。方法、Parola metodo.11 Jj 2-8 日、!9- 
幻時。會場、縣營爻野圖書附小講義室。聽、稱 

渚19名C內學生三名）用書ヽ竹內氏「第一讀 

本」及びプリント。（長野エス會報〕

松代（畏野）io n 2-io rio io-i2時c場 

所、倉島一尘氏宅・受講者轉名a用書「慕本 

エス敎科書」、指導者、栗林亨氏r （栗林亨悵） 

橫演山下町中央電話局內■每土、受講拎 

6名、講師水野氏■用書短講。★神奈川眩平川町 

保坂氏宅、每水後7時、用書「カルロ」、保坂 

氏を中心とした愉快な會介である.出席歡迎,

紡績工場でエス語
長野縣の熱心な同志栗林亨氏活砂の粘果、 

本六工社の製絲工場ニケ所で初尊洋備講科開 

始。★本部工場 西條村）= 10月14日から隔II 
1£時-让時40分。受講者、女子70名、男子4名ヨ 

敎材「プリント」。★松代工場〔松代町片羽町） 

10月17日から隔日、"時一18時40分。受講者、 

女子64名、男子1名。敎材「プリント」。講師 

栗林氏。受講者が□ーマ字も書けない者が多 

いため、ローマiの・書き方から始めたCエス 

式ローマ字を指導しながら・熊單な挨拶に用 

ひるエス語を耳から入れてゐる。（栗林氏嵌;）

高岡好成績
菽岡高商では5リ以來.小寺敎授指洱の下 

に講習窃を開いてゐたが、講習生4名、今秋 

から、引續き中零満習開催。

高岡［筍工實修學校では靑木校長の我力で・ 

扃岡エス會後按の薦習會開他c講習生40名。 

成績の如何では.引績き來年度も績行.隨意 

科、ヲ!は正科となる氣逛さへある。

C志甫三郎平氏報）
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長野講習會の最終日の8 

日折よく來艮された學存理事 

柳IH國男氏を迎へヽ猪川放送 

局長・梶間測候所長のお骨折 

で市內エス語關係者その他が 

［義」で晚餐を共にした。仓後 

受講者も加はり茶話令を開 

き、氏からエス語をやられた 

動機その他につき感超を聞 

く。エス話關係者以外の人逹 

によい宜傳になった〇

新潟三年來!IESの發展 

のため努力された佐蘆幸治氏 

が見附町に移轉されたので・ 

1FJJ1口夜イタリア軒で送別 

會。大會出席者久保氏は大會 

での同志刀演說についての技 

術上の感想談をされ、上野氏 

も大會感想談をした。

長崎£:月二〇日19時から离 

原氏邸で、エM-.jor氏を中心 

に談笑。紀念撮彩後、2即字散 

會。出席者L7名。なほ、10月 

】S日の例會は淺⑴博士邸で開 

催、住吉氏の「縣下五島への 

講演旅行談」あり。

神戸 東京から髙橋運氏來 

埼蒿:帝國大學新聞!1. 
l?し叫io.「秋の讀書號」 

の特輯記事「國字問題の展望」 

に「エスペラント=國語への 

寄與=小坂狷二」

和歌山日報10.13.「エスペ 

ラントを學べ、時代は焚求す 

る——井上照月」

柬京朝日10.15.「日ネエス

大命」★10.21.鐵鋼に「工 

ス語大命一尾崎行輝」

東京日日!0.24.三角點欄 

rエス語で戰へーー尾崎行輝」

大阪朝日（岡山版）10.10.
「エス詰講習會」★10.70「工 

ス話クラブ廿一日顏合せ」

山陽新報10.2〇.「エス俱樂 

部泼立」知〇. 22「岡山エス 

俱樂部の發會式」 

神。阪神間に居をおき同志宅 

を一々訪門instigiするとこ 

ろ大であった。★11月5日長 

崎縣諫早の澤山猛氏上京の途 

上來神・二三U滞在の後上京〇 

名古屋11月2ロ19時から 

名エス聯事務所で、千葉翳大 

の鈴木助敎授の歡迎會が名古 

屋醫大エス會の主催で開かれ 

た。參甸者苗名。屁氏の對歐 

中の感想、特にZ.家訪問の 

際の感激、歐洲Esp-isto層と 

□本のそれとの差.Italujoの 

Fa^isrnoとEsp.の關係等の 

談は多大の感做を與へた。

（愛知醫大エス伶報）

ピ•ク・二。一・コ

東京〔慶應エス伶〕三"I四 

谷の兩grupojで、11月G H 
神奈川縣日吉臺へ。風敎授、 

山本、芦田兩先龍に早大大木 

君の參加あリĥ歸途は多摩川 

まで步いて雨に降られた。

名古屋CNKSĴ明治節口和 

の11月よ U東郊天门溪へヽ 

E pero, Tagiĝo零を歌ひなが 

ら綠星旗をかついで秋色の山 

路を散策。（竹小委貝嵌）

横濱11月6日吉田氏外數

英文毎日10.2. Ano Ne 欄 

に Marco Polo （實は J. Major） 
氏がエス諮の惡口をhumure 
に反駁したの10・7・同欄で 

Profi A.B.C. Fossilis （賞は央 

戶圭一）氏がやりかへしてゐ 

る。これは高級戰術に屬する 

もので、更にゝIureo Polo氏 

が徹底的にやっつけるはずで 

あったところ、Prof. Fos.の 

論の藥が利きすぎて失敗。

（Verda Kankro 報）

九州新報11.9-1〇.「英語を 

排す一野見山丹次」

で

・

大

阪

新

星

會

の

人

•々

塔で、鎌倉アルプスを踏破、鎌 

倉へ ekskurso. （JEA 報）

大阪〔新星會〕攝南の六甲 

山へ登るc明治節の日でち 

る。參加者13名。神戶エス會 

からも2名參加。六甲から尾 

根ったひに摩耶へわたりゝ神 

戶へ下りた。（ゝSS細川氏報）

鐵道エス聯盟便り

束京大會土產として好評 

だった綠星及び東京市紋章入 

の飴は束京、音木氏の發案。

東京東京堂エス展に聯盟 

出品の專門文献、外國旅行案 

內等衆目を惹いた。

室蘭第20囘日本エス大 

會最北の出席者は・室蘭鐵道 

エス會Q佐履義郎氏であるc 

［疵工* ］鐵道公論4 /X 
1神:応-（10. 2わ「第二十 

囘□本エス大會分科會及n本 

鐵道エス聯盟第一囘總會」

大成io別葉附錄「エスペ 

ラントの話」

海と空!o「滿洲の氣候槪 

觀（海洋氣象蛊彙報）一田n 
能雄」屮.露エス兩文の北滿氣 

象表に・3■及〉

學士侖月報!0 「阈際話と 

スポーツー加族順次郎」、國 

際語の必要を諭じ・エス語の 

優秀性に及んでゐるC

新英米文學!!「言語の神 

秘性と階級的利用ーー長谷川 

如是閑」論中エスペランチス 

トの國際的團結にふれてゐる 

（横濱エス協會報〕
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★揭載料金學會會員外 VADPCDfjfJDA D A IZ n 學會轩□年一囘限り無料 
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し=letero, P. = poŝtkarto, !P. = ilustrita poGknrtc, PM. = post marko, E. = espe vantaĵo, G・= 
gazeto, F. = fotografaĵo, Mnr.= monero, dez. = dezi ras, kore. = korespondi (kun, per), is. 
inteiŝanĝi, bf. = metu PM. bildoflanken, k ol. = kolekti, kci. = kun ĉiulandaj (gesamideanoj)^

S-ro 李希之・南京西華門首都電廠.Ĉinuĵo, Akaŝi-gun, Iljogo-ken, Japanujo, dez. is. III
dez kore. kun japanaj samideanoj.

8-ro Yeh Chun chian, Hwa Chung Uni*  
versitv ヽVuchtm汶 Ĉinujo,19 jara studento 
dez. kore. kl】・ ges-anoj.

S-ro Ax、l Linnuson, Bot 38, Kinna, Sve- 
dujo, dez. kore. kun japanaj gejunuloj.

K-do Faltus Rudolfo, 1335 East 82nd St., 
Cleveland! Ohio, Usono, Teknikisto k amatoro 
de kino k teatro, dez. kore. k iŝ・ PM. F.

Japanujo

S-ro K. II irada, ĉe Ilokkaido-banko, 
Obih ： ro, Tokaci-provinco, Ilokkaido, dez< . I--
kore. kĉl ges-anoj.

S-ro Masao Takahasi, Niŝikuromon 3, Ŝi- 
taja, Tokio, dez. is. PM・ kĉl.

Novaj kursanoj de Toko〇-Esperanto-Grupo 
dez. kore. kĉl. Adresu al S-ro II. Ootake, 300 
Ŝirokanc Sankoĉo, Biba, Tere.

&i・〇 Takio Ilorikoŝi, 2-18 Senzoku-maĉj, 
Asakusa-ku, dez. kore. kun Tokiaj gejunulojn

S-ro lŭao Fukunaga, 878, Kamijokota, 
Suinijosi, Fukuoka-si, memlernanto, dez. kore. 
kun proletaj gek-doj en Kjusu.

S-ro S. Ok abe, Sain)jo-ĝi, Kanle-inura,

地方會機關誌

STUDENTO VERDA, LA. 4/1;秋季特別號。 

（早大エス會）。何故エス語は勝利したか（ジ 

ルコブ;）の譯——吉井惟。その他、和エス兩 

文でこ〇頁にぎっちりの內容。

BULTENO de K. E. A. 10/11； okt.（神戶工 

ス會）再び誤解を解くために——原木文夫。

聯盟會報1C北海道帶廣町大道原田三馬 

方北海道エス聯盟）聯盟の組織について。

NORDA BRILO, LA. 2; Nov.（エス普及 

會北海本部:）印刷鮮明。

VERDA 5; Okt.（明藥エス會）

NIA VOĈO 10/IH; Okt. 311童エス會］

DUA BATALEJO, LA. Okt （浦和高校エス

Abela Kunsido, ĉe S-ro Fuĝioka,丄し Mita- 
Kojuma-ĉo, Ŝiba-ku, Tokio, dez. kore. kĉl> 
precipe pri tekniko kuj esp-movado k. t. p.

S-ro Kenji Tachibana^Kitsijinia, AVakajrama, 
dez. kore. kun libro-amantoj kaj kolektantoj 
en Shanghai.

Al Japanaj Geamikoj !—ゝIi tre bedaŭras, 
ke mi ne povas daŭrigi korespondadon kun 
vi, ĉar rni iros al Usono baldaŭa Kiam Dfi 
alvenos Usonon kaj ree estoj libera mi nepre 
skribos al vi. (Ilok Ping Chan, Canton)

★ FOIREJO ★
三行一囘每に•會員20錢•會員以外50錢

讓! Dokumentoj de Esperanto (送料共

1.50) Stranga Heredaĵo (1.50)
K anelido (0.90) La Deklaracio (〇・90) fausto
CO・SO) Arao kaj Poezio〔1.00) Floretoj de S.
Francesko (1.00) Proletaria Kantaro (2.00)新 

本同樣■各一部づ、、和歌山市外北岛橘健二

Heroldo de Esperanto 及び Esperanto の本 

年度のもの相當價格でお讓り下さいませんか 

— Junio Kuŭakiŝi, Imini-muĉi, rojama-ken>

會）《〇小》の言語哲學的解明の試みーー野上 

素一。（R. 〇.四月號「質凝應答」欄の小坂氏 

の審判を批判し、oniを盲語哲學的に解析・し・ 

エス語の優位性に及んでゐる。かうした眞面 

目な硏究を地方會誌の一隅に埋めておくのは 

辭しい;?。秋の窓から——安中裕幸〔言語學と 

國際語」の紹介人その他、内容には眞劍味が 

溢れてゐる。

NOVA STELO. 31;Nov.（大阪新星會）。

目六八兒島方新星令へ屮込みのこと*  

聯虽通信 13; Okt.（鐵道エス聯盟） 

LUMTURO, LA.11;Okt （京都鐵逍エス會） 

NIA SANTALA ARKAJO 6 （梅植中學工え 

會）講習後の感想一Ĉiba M・（簡單だが. 

かうした髓驗は後の參考になる）。

BULTENO de NES・9 （名古屋エス會）
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エスペラ ン

Bona ekzerco

Vi diru al amiko skribi sur peco 
de papero la ciferojn de 1 ĝis 9, 
escepte la ciferon 8:12345679.

Kiam Ii finis vi demandu lin, kiun 
ciferon li pensas, ke li skribis plej 
malbone ・

Vi multipliku tiun ciferon per 9 
kaj petu lin multipliki sian nombron 
12345679 per 1& 27, 36 k. t. p. lau lia 
respond 〇.

Se li diras ekzemple, ke 5 estas la 
plej malbona, vi petu lin multipliki 
la ciferojn per 45.

12345679 x 45=555555555
Kaj mi povas esperi, ke li tiam 

scios bone skribi la ciferon 5・
〔解說〕不肖私が本欄を擔當してより 

早此處に一年ヽ其の問努めて平易な題材 

を押び、此れの所謂考へ方を講じヽ解釋 

法をおへヽ味ひろを硏究して來たのであ 

るが、何分にも不學の爲ヽ氣附かぬ點說 

き足らぬ節多く、かて、加へて題材の數 

は僅かに制限せられるが故ヽ告げんと欲 

して吿げ得なかった幾多の問題ヽ方法が 

殘されてゐるのである。が其等は又筆を 

改めて說く事とし、今月は一年の締括り 

として、一寸・毛色の變った題材を擇んで 

詳細に說き納めんとする〇

標題を見るとBona ekzerco (良い練 

習)とある〇 ekzercoはekzerciが「練 

習する」であるから「練習と云ふ事、練 

習其のもの」と云ふ意味に於ける「練習」 

である。或は乂 [練習問題」の意にも使

ト初等讀物
小野山幸雄

はれる。木文は其の埸介と見てもよい。 

此れに對してekzercadoは「練習する 

事」と云ふ意味に於ての「練習」又は「繼 

續的練習」日本語では何れも同じ「練習」 

で間に合はせるから和文エス譯等の時注 
意を要する。 ・ ヽ]

本文に入ると先づVi diruとある。普 

通、命令法は第二人稱に向って發するも 

のであるから、其の本來の用法の場合は 

viを略す。然るに本文には此れがある。 

斯樣な場合は、转に「貴君が」とviを 

强調してゐる時か、或は丁寧な云ひ方で 

ある〇

Vi diru (al amiko) skribi
=書く事を云へ 

=書けと云へ 

Cpeco de papero 紙片 

/peco da papero 一枚の紙

(unu peco da papero, du pecoj da 
・・・)ciferoは未知でもde1ĝis 9及 

la ciferon 8から解り、同樣にescepte 
も12345679から了解出來る。

次に進むとKiamとあるので冷靜に 

ずーッと見るとH finis viと主格が二つ 

出來るので、疑問詞ではなくて關係詞だ 

と解りヽ從てKiam li finisで一段落す 

ると知れゝ依てli finisはli finis skribi 
又はli finis skribadon と考へる〇 tiu 
kiuの關係を考へ、(tiuは屢々略され 

る、本文も其の場合)keの意味を思へ 

ば文脈は次の樣になる。

Kiam li finis vi demandu lin, [kiun 
ciferon li pensas, (ke li skribis plej 
malbone.)]



476

multiplik!は九月號にあったので己知 

の筈〇 multipliki per~の形に注意する 

事。「〜を以て掛ける」であって日本語の 

水でもぶッ掛ける樣な「~を掛ける」よ 

りは理論上正しい。

次に sian nombron 12345679 とあ 

る〇卽ち12345679 は sian nombron 
と同格。此處でヽ本文の主語はviなる 

，にも拘らず、lianでなく sianと再歸代 

名詞の用ひてある理を考へてみる。そこ 

で此の文を少しprecize （精密に）に考 

へて見るとヽ

petu lin, ke li multipliku sian 
nombron・・・
を簡咯にしたものと考へ得られる。すれ 

•ぱke以下の主語はliなるが爲、lian 
ではなく sianとせねばならぬと氣が付 

く事になる。斯様な用法は特に注意を要 

する。

k.t.p・=ktp・=kaj tiel plu 
k.c.=kc.=kaj ceteraj 
k.a.=ka.=kaj aliaj 
k.s.=ks・=kaj similaj
ekzemple は kiel ekzemple, kiel 

ekzemplon 乂は en ekzemplo でもよ 

い〇 5 estas ・・・ は la cifero 5 estas la 
plej malbonaと考へる〇

（參考）Unu estas la plej funda
mentan La nombro unu estas•・・
次のkajは此處では「そして」ではな 

くゝ「すると」位の調了。

★ekzerci・ Per ripetata kaj sistema 
uzado doni lertecon au scion.（繰返 

された組織的な用法に依り熟練乂は知識 

を附與する事。）

★peco. Parto, apartigita de tuto.
（全體から分たれた部分。）

★cifer〇. Signo por skribi nom*  
brojn.（數を書く爲の記號。）

★escepti・ Ne kunpreni, ne kunkal
kuli, eligi el la nombro de.（共に採 

らぬ事。一所に數へぬ事。數から除く 

事。）

★demandi. Postuli sciigon, informon 
pri io •（或る事に就いて知らせ、報告を 

要求する事。）

★multipliki. Multobligi.

* peti. Sin turni kun ĝentilaj aŭ 
humilaj vortoj al iu, por ricevi ion. 
（或る物を得んが爲に、丁寧な、謙遜な言 

葉を及て人に對する事。）

★ respondi. Rediri al demando.（問 

ひに對して云ひ返す爭。）

★ekzemplo. Objekto, vorto, frazo, 
klariganta ĝeneralan regulon, difinon・ 
（一般的な規則や定義を明白ならしめる 

物品ゝ語、句〇）

匚譯:］すばらしい練習問題

友達に、8を除いて1から9迄の數 

字を12345679の樣に、紙に書く様云ひ 

なさい。

書き終ったなら、一番下手に書いたと 

自分で思ふ數字を聞きなさい。

其の數字に9を乘じ答へに從て18,27. 
36等を其の人の數、12345679に乘ずる 

様賴みなさい。

若しも例へばゝ5が一番下手であると 

すればヽ其の數字に45を乘す・る樣賴み 

なさい。

12345679 x 45=555555555

さうすれば其の時、敷字5を上手に書 

く事を知るであらうと期待出來る。
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色々 の 動 詞
動 詞 （IV）

——初等エス作文の練習—— 小此木貞次郎

个月で「初等エス作文」も一先づ打切 

りとなりますから、動詞篇の最後として 

形式上色々特徵おる動詞の練習をしてし 

めくゝりとしませう。

1） 太郞は何處に居りますか。彼 

は洗面所で洗ってゐます。

洗面所lavejo,洗ふlavi sin.
Kie estas Taro ? Li estas en la 

lavejo kaj lavas sin.
こゝで注意すべきことは他載詞の動作 

炉行為者白身に向って爲されることを示 

すためにrefleksiva pronomo （再歸代 

名詞）を目的語とするといふことです。 

他動詞は凡て此の種の構文をとることが 

出來る〇 例へば Mi batis min. Li batas 
sin. Vi gardu vin.
★斶逸語では再歸載詞が旺に用ゐられヽ 

夫々別の意味を以ってゐる。英語は獨語 

に比べると再歸亜詞として明瞭に使用さ 

れるのは極く僅かの軍語に限られてゐ 

る〇
— 一一 - 一 一 —— ___________________ , ー ー ー ・，

2） 彼は自殺した。

Li sinmortigis・ 或は しi mortigis sin. 
次の語は多くの場合再歸動詞の形をと

尙次の語は再歸代名詞を伴って特別の

る〇

sin bani 浴する。

sin geni 氣をもむ〇

sin lavi 洗ふ〇

sin prepari 支度をする。

sin vesti 着物を着る。

意味に用ふ。

3）君の學校は何處にあります 

か。町から西五町程離れたところに 

あります。

sindonema 献身的な。

sinekzerci 身備を鍛鍊する。

singardema 用心沼?か。

sinkulpigo 良心の苛責。.r

sinmortigi 自殺する。

sinoferi 献身的＜?

sinprezenti 自己紹介をする。

sin tenado 態度。

sintrudi 出しゃ弓長る。

sinzorgi 用心するゝ注意する。

町から西五町je kvin cjo okcidente 
de la urbo,約（程）ĉirkaŭ,ある stari, 
esti, troviĝi, sin trovi.

Kie estas via lernejo ?
Ĝi staras je ĉirkaŭ kvin cjo okci

dente de la urbo.
エスペラントでは物や生物の存在の様 

子を明示してヽ『存在』の意味で色々の動 

詞を用ゐる。之は歐洲語が一般にさうで 

あるが、FI木語では簡軍に『ある』で表 

現してわることが多い。例へば

（1） 私の家の前に高い木があり士す。

Antaŭ mia domo staras alta arbo.
（2） 空に叨るい太陽が出てゐる。

Sur •la ĉielo staras la hela suno.
（3） 上衣が大層ピッタリしてゐる。

La surtuto tre bone sidas sur li.
（4） 道に沿って小川が流れてゐます。

Laŭlonge de la vojo kuras rivereto.
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4) あの少年は非常に溫和しくな 

った。

溫和な ĝentila, ••••になる farigi. 
La knabo fariĝis tre ĝentila.
よく初步の方がfariĝisの後にくる語 

は副詞でĝentileと書く可きではないか 

と問はれるカs fariĝi 0後にはestiが省 

略さ•れてるものと見做すべきである。卽 

ち しa knabo fariĝis esti tre ĝentila. 
である。屁樣の動詞の例文、

(1) その殺人事件は日本中に知れ渡 

るに至った。

(2) 私はもう安心してをります。

(3) ビタゴラスは街を裸で家へ走っ 

て行った。

1) La afero de la hommortigo 
fariĝis sciata tra Japanuj〇.

2) Mi restas tute trankvila.
3) Pithagoras kuris nuda al sia 

domo.
次の文も同様で皆補足語のつく自働詞 

の場合である。

Al ĉio oni povas alkutimiĝi, kaj 
kio hieraŭ ŝajnis (esti) sovaĝa, tio 
morgaŭ aperas (esti) kiel io tute 
natura, tute bela.
何にでも人は馴れ得るものです。そし 

て咋日野蠻に思はれたものも、明日は何 

か全く自然なヽ全く美しいものとして目 

に映じてくるのです〇

5) 强盜の威嗾は彼を不安ならし

めた。

强盜rabisto,威嗾minaco,不安なら 

しめる igi iun maltrankvila・
La minaco de la rabisto igis lin 

(esti) maltrankvila・
補足語のつく他動詞の場合、矢張!) 

estiが省、略されたと見做き可きである。

6)私は彼の頭をなぐった。

なぐるbati,彼の豆頁を かういふ場合 

lian kaponと云ってもよいが、又al Ii 
Ia kaponともいふ〇

Mi batis al li la kapon・
★英語では I knocked him on (in) the 
head.

He pulled rne by the sleeve. 彼は 

私の袖を引い仁。(注意を向ける仁めに) 

などといふ。

〔例題:] -- :

1) あなたの靴を磨いてあげませう。

2) 私は顏を洗った。

3) その事ぽ(tio)彼の心を痛くついた〇

4) 彼は遂に自ら頭を射って死んだ。

1. Mi purigos al vi la ŝuojn.
2. Mi lavis al mi la vizaĝon.
3. Tio dolore pikis al li la koron.
4. Li fine pafis al si la kapon kaj 

mortis.

7)第廿囘日本エスペラント大會

は束京で開催された。

日本エス大會la Kongreso de Japanaj 
Esperantistoj,開催されるにはesti 
okazigata,とも書けるが havi lokon 
といふのもある。

La dudeka Kongreso de Japanaj 
Esperantistoj lokon havis en Tokio.

★ ★ ★

小生1月よリ「初等作文」を擔當して 

ーヶ年、淺學のため讀首諸兄姉の御期待 

に反し仁・點参々あったことと・思ひます。 

その點御寛恕を乞ふ。木稿は兎に角之を 

以て打切りとし、新年より再び筆硯を新 

にして!fe上でお目にかゝることゝ致しま 

せう。皆様よき年をお迎へになるやうにQ
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R ミ L
（II）

Lも國と人とに依!）幾分發音が異る。 

先づ舌の先をあげて口蓋につけ,・その 

まゝにして聲を出してみよ，舌が口蓋に 

ついてゐるから聲（聲を伴ふ呼氣）は舌 

の兩側を通ってHUo是が1の音であ 

る〇

次に舌を此の如く 口蓋につけたまゝ， 

口を動かしてa, e, i, 〇, uを發音する事 

を數囘試みて見よ。勿論舌を口蓋につけ 

たまゝであるから,ロレツのまわらぬ樣 

な音が出る。・・

最後に矢張り舌の先を口蓋につけ,自 

然に,靜かにa, e, i, 〇, uを,キチンと 

した□形になる樣に口を開いて發音す 

る。勿論a, 〇, eなどのときは口先が終 

bに少し口蓋から離れる。但しその卩手舌 

先はふるへたり，撥く様に動かすことな 

く,單に口を開けたために口蓋に粘着し 

てわた舌先が靜かにはなれると云った自 

•然さを失はぬ樣。これがJに母音のっ 

'く炜の音〇練習:13,Ie, li, Io, lu.
人によっては1の發音の時，舌先を口 

蓋につけ,舌の後部を上へあげて發音す 

る人もある（英國人の或るもの）、そして 

舌をかなり多くつけ、口をゆるくすぼめ 

て恰もワヰウヱラと聞こえる位に谡音す 

る人もある（スラヴ人など）。大體日本人 

にも上記の耍領で練習すれば1はむっか 

しい音ではない。どうしてもうまく1が 

出來ぬ人は兎に角舌先を口蓋に粘着する 

ように着け,ワヰウヱヲを發音『るっも 

りで,舌を動かさぬやうにつとめっゝや 

めらかく,おとなしく發音してみよ，1L 

つ一方Rの力は前囘に述べた樣にベラ

d 0 s sa k a

ンメエ式に舌をふるはすか，舌先をはげ 

しく潑くように呼氣（聲）を打ち當てゝ發 

音すれば先づ西洋人にも誤ることなく聞 

かせ得る程度に兩者の區別がつく 〇

Lが母音の次に來た時,例:a?.先づ 

正確な□形でaを發音し舌端を動かさ 

ず，やはらかく粘着さすようにビタリ舌 

端を口蓋につける（その時聲は舌の兩側 

から外へ出る）。同様:el, ii, ol,ul.
練習（1）舌によく注意し,はっきり 

區別が聞きとれるように,繰返し繰返し 

て:la, ra,Ie, re, li, ri,Io, ro, lu, 
tii;ar, al, el,er, ir, ii, ol,or, ur, 
ul.
練習（2）: rano, lano, regi, legi, 

rimo, limo, roko, Ioko, rumo, lumo, 
bildo, kurba, kulpa, marmora, mal
mola, halo, haro, koro, kolo, blua, 
brua, kraki, klaki, plumo, fulmo, 
faras, falas, para, pala, polko, 
porko, gravo, glavo, kraĉi, kuraci^ 
skulptis to.
練習（3） : interparoli, perlo, mal- 

agrabla, marmalsano, plori, hor
loĝo, mallarĝa, malriĉa, privile ,iot 
pli （puli とならぬやう），pri, prologo, 
surprizi, kirli, hurli, el.igardi, 
paralele, parolilo, sorbi, solvi, 
kurba, aprobi, provi, pluvombrelo, 
proverbaro, markolo, honorario, 
flirti, preterlasi, meleagro, melan
kolia, sonorileto, smeraldo, inter・ 
rilatanta^ regali, liberala, prole*  
tario, militarismoe



の 硏
K. 0 ssa lca

Deko da pekoj — unu Ia puno. 
罪は重なるとも罰は一つ。

『罪の數は十、洵は一人場合によって 

は『毒を喰は、'皿までも』の意にも通用 

される。

Ne jugu pri afero lau ĝia £k・ 
stero・
物事は外見て判斷するな。

Jugi Ia homon人を裁判する，jugi 
pri la afero （又はla aferon）物事を 

判斷する。

Laŭ （或事）によれば，によってみれ 

ぱ,（道）について，（川）に沿って。

Lau mia opinio独の考へる處でぽ; 

lau la famo 噜では;lau lia ordono 
彼の命に依り;laŭ lia volo彼の意志の 

まゝに,laŭ la ondoj波のまにまに

Tio ĉi estas laŭ lia gusto. （P 826） 
あ・诜へ向きでお•氣に召してゐる。

Faru laŭ ilia mode!〇. （EL 25） そ 0 
型にならって作れ。

Mi agis laŭ konscienco. 良ノC?の命 

ずるまゝに行動、良心にはぢぬ行ひ。

Aranĝi laŭ la alfabeta ord〇. アル 

ファベット順に並べる。

Mi ne volas iri laŭ fremdaj poste・ 
signoj. （FIII148）人のあとをついてゆ 

く（眞似をする）のはいやだ。

Mi rakontos ĉion laŭ ordo. （Rz.13） 
順序をつけてお話ししませう。

Kristino al li plaĉis kaj ŝi lin trovis 
laŭ sia gusto・（FIII 91）クリスティー 

ノは彼に氣に入り、 乂彼女も皴を賴もし 

く思った。

Aranĝu vin laŭ milita maniero. 
（Rz・55）軍隊式にやれ。

Laŭ tio, kiel oni ĝin prenas! （F U 
139）人は何とでもとれ（人がさうとら如! 

くに,その樣そのまゝに存れ）

Ankoraŭ nen u plaĉis al ciu. 
八方美人は出來ぬ。

未だ嘗て何人もあらゆる人に氣に入っ 

た者はない意。

antaŭ匚前置詞ー;•…の前;こ .

anstataŭ〔同一 ・•…の代りに

< ankaŭ匚副詞的助辭〕・•••も亦 

ankoraŭ Ciulĵ猶ほ（何々する）,未 

ゝだ（何々せず）

Ne ĉion oni devas severe ekza
meni.
ーから十迄嚴格にするものではな 

い。

卽ち物事は時には大目に見ることも必 

要である意。次のも同意義

Iafoje oni devas okulon fermeti.時 

には目をつぶることが必要。

Ne en ĉiu afero estu severa・ どの 

事柄にでも必ずしも常に嚴格であるなひ

相關詞ĉi-の類の前にneを匙いた場 

合は『必ずしも……皆ではない，さうで 

ない爭もある』と部分打消の意となる。

Ne ĉiam oni povas esti bohumoraj 
必ずしも常にニコニコしてゐるわけには 

ゆかぬ（たまには腹も立つ）。

Ne ĉiu fripono estas malhonesta. 
漢は誰も彼も不正直と云ふわけではない 

（正直な者も居らぬ事もない）。



Kalocsay — Waringhien 共著

PARNASA GVIDIS BRO
aŭ KIEL FARIGI POETO

定價三圖。送料六錢

ENHAVO :
Waringhien: Skizo de Esperanta Metriko...........
Kalocsay: La Arto Poetika de C. E. R< Bumy • • •
Waringhien: Esperanta Rimaro ・・ • • .................
Waringhien — Kalocsay : Poezia Fakvortaro ・・・・ 

エスペラント作詩法奧義皆傳 
著者カロチャイは敢へて誇る: 

Ni donas ĉion, krom genio!
われらひそかにおそろ——やがて來たるべき1933年が詩人汎濫皓代とならうことを

Peter Peneter

Sekretaj Soneto)
瀟洒な顎あ©挿畫十四葉 

定價四圓。書留送料十五錢

ひと仁びMuzoの光に照される時は 

すべては美化され

醜の醜なるものさへ 

惡の華と咲きほこらう…… 
こににひもとくひめたるソネット五十二章は 

世の若き美しきしあはせなる

いはんや美の美なるもの

人生至上至高のいとなみが

詩人に謳はれるときゝ畫家に描かれるとき 

天國の尿はふたたび人間に開かれよう

ひと、ひと ひとヽひとへ

假而の聖者 

エスペラント詩壇の V叫jajanaがおくる 

敎訓と鼓舞の書「みどりのKama Sutraj t

Multatuli: HISTORIO DE SAIDJAH KAJ ADINDA 侬40錢〒2錢）

正義のため人類愛のためJava 土艮のため計って容れられなかてたオランダ人

Multatuliの矩篇物語七篇:》譯はJ^vaの同志しiem Tjong Hie （林宗熹）氏。■ ■■■■•■ ■… ■■■ f ■•・」ー ................ 一 --- -- ----------— ■ - 'しー ー ー — T - •

Liem Tjong Hie: JAVAJ LEGhlSDOJ KAJ FABELOJ
わが國人にとっても興味深いジャウ'1■アの傅說と童話七篇。a賈40錢〒2錢）

東京市本鄕區 
元町ー ノニ四 法人

日本エスペラント學會 孫話小石川5415番
振??東京!1325 >



★ザメンホフ祭★ 新 着

東京（TEK）
【1時:十二月十六日（金曜）午後五時 

から
廳:本卿區元町

寳生會館食堂 

（水道桥停留所附近）

會費:五拾踐（晚餐費共）

但し午後七時からの來廊者は茶菓代と

申込:十二月十日までに學會氣付 

束京エス・クラブ宛

大阪（〇ES）
12月!5日午後6時50分より

大江ビルディングにて

朗發購演獨唱合唱S
卷加費Esp-isto10錢・その他無料

Ne-esp-istojの參加勸誘に努力せよ

照會は

大阪エス會ザメンホフ祭委員询宛

LIBRO DE AMO ,
(Rememoroj de Virino de Plezuro)

定债二ii•送料+ES錢
Al ni estas komisiita de iu franca 

anonima societo la disvendado en 
Japanujo de F supre citita unika 
libro, kiu estas esperanta traduko 
de mondfama verko de John de
land, kaj kiel vi scias, ĝi estas la 
unua provo en Esperantujo tut
monda en la linio de erotiklitera- 
turo-

限られた部數故、至急御申込を願 

ひます。品切の場合は今後入手の 

機會がないかも知れません 

申込は中林正常 
東京市品川區北品川御殿山七一八 

山 口 方

HEROLDO DE ESPERANTO
一 一 — 一 _ _  一 一 … 一 III Ll.l・ーー ー -—------------------------------------------- -------

ankaŭ ・
dum la krizo

aperas nepre regule 
eĉ en plibonigita formo, 一 

ĉar ni fidas ke baldaŭ revenos 
pli bonaj tempoj.

Petu senpagan spe
cimenon de la 

eidonejo

Heroldo de Es peran to
Brŭsseler Str ・ 94, Kdln, Germanujo



P罚农

ヘ口ル ドを讀め!!!

1別項厂1933年海外雜誌」の取次廣吿組版後にHeroldo de Es・ 
peranto"から返事がまゐりました。

十分滿足すべき返事ではありませんでしたが、本會に對する取次割 

引率を特に二割五分まで引上げてくれることになりました。それで 

本會でも手數料を十分に切つめて一年分十二マルクを十マルクで取 

扱ふことに決定いたしました。今日の相場でこれは

約十二團となります。

七日締切〔嚴守）と致しますから、おくれぬやう御送金 

下さい。八日送金致しますが過宋足が五十錢以上のばあ 

ひは不足頂戴乂は過剩御返金申上げます。なほ相場激•落 

のばあひは送金を見合せますからお含みむき下さい。

エスペラント界唯一の週刊新聞. ・匚 ].打 ;；-ふ;

Heroldo de Esperanto を讀め!!

A E L. Aごは何か?

本誌海外報熬欄に記載のAELAについては、本會で取扱ふ 

ことになってをり、趣意書本號に添附お送りすることになっ 

てゐましたが.まだ蕃きませんのでお送りできません。

55スイスフラン（約五六十圓）の本 

がわづか13。50フラン（約十三四圓） 

で手に入るすはらしいしくみです。

趣意書は一月號に淤へて艺送りします。

ぜひ加入されよ!!

蠶兮彗舉©本エスペラント學會 電活小石川5415務



• •部數に制限あり

メンホフ祭記念特 12.3!まで
,日本エスペラント學會會員ゝ
\12冃末までの'前金註文に限り捉供丿

寶切れぬうもにぜひ

Lastaj tagoj de Dro L. L・ Zamenhof
定價95錢・特ffi 75 S（送料2錢） 

人間と人間とが層殺しあふ大職の砲聲を聞きながら、われらのMajstroは淚をのんで 

なくなられた。葬儀その他の寫眞多數入り。

Galerio de Zamenhof 聶黑讐（総）
ザメンホフー家の人々の17像入小偉と小評。附錄系圖。

Edmond Privat:
Historio de la lingvo Esperanto

フ•リヴァの名著、エスペランチスト必讀の書〇クロース金箔押模樣美本〇定價上卷 

'-（1887-1900） 2圓40錢。送料4錢ーー下卷5佣70錢。徐料历錢。

•特價二册・組6團50谨•送料15錢。下卷の次4国70銭c送料15錢。

Drezen:
Analiza historio de Esperanto-movado

Marksismoの立場からEsp.運動をanaUziしたもの。プリヴァのIIistorioと對照し 

てぜひ一讀の必要がある。定價1圓60錢。特瀆1圓30鐸〔送料'錢）
■ _ 一 ——_ー ーー —

蠶瞬邹歎日本エスペラント學會、

エス語同志の書架になくてはならぬもの!

エスベラント•キポーシャ 月刊エス話硏究誌............ 年1・2〇 ー
初等エスペラン卞講習讀本 初等講習に报もよい讀本................〇20 2

同 講習讚本講義 同工講師參考用...........................020 2

初等エスベラント補助讀本 課外讚本として日常用句を收む  〇・4〇 4 
エス譯厂嬰 兒 殺 し」戯曲。會話練習に最適.....................〇3〇 2

エス譯「一枚の切符」探偵小說。中等程度.................... 〇・3〇 2

エス譯厂黃 金 假 面」歐洲で好評の長篇怪奇小說................100 6

躺甌噩蹶希望社出版部裁隠普第



クリスマスの贈物には

エスペラント譯の聖書やトルストイの名著を!

C A |%||ZT A 0101 革製9 Wl （送料18錢）布裝天金6圓30錢
E I （送料坊錢）布裝4圓50錢（送料!4«）

ザメンホフ博士譯舊約に新約を加へ化もの。

學會會員の12月25日までの前金註文に限り

特價 革裝8固・天金511150錢C送料各16錢）

A・ペルシャ革4圓60殘（送料!2錢）。B.革2 
Nova Testamento 圖3〇錢（送料】2錢）。〇.布特製i圓&〇錢c送料

2錢）。C.布上製80錢（送2錢）。並40錢（2錢） 

・B.2歐 C.1EI30錢C・65錢（各送料Sankta BibUoと同條件で特價ゝ4 0 
必らず添付のこと）

Kristanismo kaj Patriotismo
大トルストイのキリスト敎と愛國心に關する名著。

定價imi 50錢（送料4錢） 

會員上記期間特價1圓20錢

曲乂 么 マ > 久爺h丸 S トルストイ作 定價I网50錢
愛ある芒jろ神めり 川崎直一譯註（送料6錢）

ト屁ストイの名著のエス譯に譯註を施したtの。原文26頁に對し註釋實に150頁。 

附錄「エス硏究書解題」80頁はエス話硏究者への最髙拒針。

高石綱譯 ・

La Kodo de Kronprico Ŝootoku
——（聖徳太子憲法）——

聖德太子憲法十七ヶ條の對譯。佛敎エス聯盟發行。本會取次。

新 

刊
定價!5錢 
送料2錢

1933年海外雜誌販次
値引交涉中の海外雜誌の來年度豫約價はまだどこからも返事に接しません。その間に圓價は 

ますます下落し、二十弗近くになりましたため、やむなく下記の通りに一時とりきめます。受 

附は十二月七日に締切り（嚴守）ハ口に送金致します。ハ口の相場で50錢以上の異同が生じ 

る際は不足金申受け、又は過剩御返金致します。海外からの返事がfavoraの際も御返金致し 

ます。x.圓價がそれまでに激落（八十弗以下に）するやうな場合は送金を取やめ御返金致し 

ます。

Heroldo de Esperanto 一年分 十四囲五十錢

Esperanto 一年分 c年鑑共;）十二mi
Literatura Mondo 一年分 九圖.

Internaciisto 一年分 四倜十錢

束京市本鄕區 財團口 ・ Tフカヾ三・ノ氏肉命 僵話小石川5415番
元町一ノ竺四 歎日夺よみへプノ P字曹 振替束京11325番
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☆ ★ ★日本エスペラント學會1932年度出版物

亘 際語論集••…1

國語の擁護を論じて國際語に及ぶ
四六判58頁・定價20錢・送料2錢

我國のエス語運動は再び危機に臨まうとしてゐる。この:Si大な秋に際し我等は 

如何にEp.を防衞すべきか。認識不足者の蒙を開く鍵はこれ!！

E •スピリドヴィッチ原著（毎語） 國

高木 弘。井上英一共譯 一

言語學と國際

際語論集•…2

語
四六判フランス游180頁•定價70錢。送料2錢

新しい言話理論の上にうちたてられた國際語理論の確立を目標としてMarks
ismo の立場から批判して在來の言語學を木つ葉微塵にやつけてゐる。本譯が出 

るや忽ちセンサッ（ーオの暴風を捲きおこし、今やエスペランチストにしてスビ 

リドヴィッチの理論を知らないのは叱辱であるかの如く見られるに至った。

小坂狷二譯註

物語彳 プソ ッ

四六判70頁・定價25錢・送料2錢

イソップ物語65篇の最も信賴すべき模範的エス譯は中等講習令の敎材として 

最適であるばかりでなく、語法、文法を示した親切にして列快な脚註が施して 

あるから獨習用や輪溝會の硏究書として好適〇

露木淸彥著

日本刀劍鑑
武士道の興亡に伴奏する日本刀の盛衰。その鑑別、刀鍛冶の流派等。外國同志 

への贈物にはぜひこれを!！

野原休一譯

佛說阿彌陀’徑
極めて難解な佛敎の怨典もこの流麗なエス譯によって完全に我々のものとなっ 

た。三藏法師の漢潍、お上び梵語に對する漢エス兩文の說明附。

1932年版 年 鑑 為驟嚮强
エス远勁史年衣。各團骰及び灿方盒名簿，エス運動のABC.

東京Ai本鄕風財團 
元町一 ノニ四 疋ハ 本エスペラント學會飜熾趣
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白本エスペラント學會1932年度出版物★ ★

中村精男博士遺稿

譯休

庸中孕

四六判100頁・定價70錢。送料4錢

興味深き,「算盤に就いて」その他多くのエス原作學術論文、屈原の「漁 

夫辭」ゝ獨步の「運命論者」等の文學作品のエス譯。かつてのF1の日本 

エスペラント學綁の名理事長故中村购士の遺業を記念する金字塔。

廳原

主
四六判100頁•定價 上製75錢・並鹽60錢・送料各4錢

”西洋文化の破産が警吿される時ゝニ千五百年の歴史を誇る儒敎の聖典 

が世界最難の漢字から萬國人の言葉へ解放された。牌く束洋の精神は 

古き袤より新しき器へ移され世界の前に差出された。何人も讀め!

伊［井 迂著

・綠 葉 集
四六判126頁・定價80錢•送科2錢 

はちきれるやうな革命情熱的ゝたぐひなく豐富な詩藻ヽそれから迸り 

出てこの一卷となった。第I部=原作詩數十篇。第II部=俳句、和歌 

今樣ヽ都々逸、民謠ヽ漢詩俸のエス譯。第山部=萬葉集飜譯。

下村芳司譯

エスペラント童話讀本
世に名高い西洋の童話九篇のエス澤。譯昔はエス飜譯界の花形。筆名 

現エス文壇を壓するカロチャイの校列を得て文體新鮮。活きたエス文 

の好範例。讀物としても上乘.中等講習用としても最も適當。

下村芳司譯

エスペラント童話集黑蛊晨れ曇 

上記「童話讀衣」の講義編。エス和對譯としてヽ統切な註釋を加へた 

初中等むきの好讀物。獨習泪として好評嘖々。

下村芳司著

翩

新撰エス文手綺の壽方

□六判370门・完ほ1圓20錢。送斜8錢 

あらゆるぱあひのエス文乎紙の存方が.「がな實创を添へて、興味深 

い文體で講叢してある。本書…册精讀すれば、エス文の手紙はすらす 

ら書けるやうになることうけあひ。 ・

<

•.

蠶西于蠶報国右エズペラント學會 振移東京11325番
■■ " l・・ I ・・ I I II■ I ■ ■ I ■・■ ■・-■ ■ゝ.. .
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=東京堂エスペラ

N・ しENIN

ELEKTITAJ VERKOJ
EN 16 VOLUMOJ
EN ESPERANTO

ント部へ=叫 

開裁12 x18cm （四六判;
上質紙印刷16卷

收容論文255,總頁數600
第一卷

本年11月7日出來（下旬入荷）

各卷の詳細內容は當店 
エス部發行のポーナ• 
アミーコを御覽下さい

'定價56マルク（送料66マルク）を全卷前拂に限り・特價40マルク（送料 

4マルク）。但し現時1マルクは22ドル計算で約1冏】4錢、特價をもって 

するも送料共50圖餘。20ドルの今日更に高くなるので、ドイツEkrel〇で計螯 

發表當初から交涉を矗ね特價の3割引.定價の4割引卽ち12月20日まで僅か 

に35®（送料2 0 24錢）の大特賣をもって取扱することにした。更に下記拂 

'込便法を設け奉仕をすることにした。好機を逸せず至急御送金御豫約を乞ふ。

特费引受期間希望により12月20日まで延期。

特價35圖分拂法 第1回（12月）拂込15圓。第2回］昭和8年1月）拂 

込10頂!ご送料2圓24錢。第3回（2月）拂込10圓 

特別3?圖五回分拂法（特賣期間以外）第1回（12月）1〇圖。第2回 

（昭和8年1月）8 
第4・回（5月）7 
送料2圓24錢

(3
-
€

i»

33年版エス語 I型豪送曲寿老三

厶

とてもすばらしい.窮虞版二拾餘葉入、七拾rr前後のエス語 

目錄を作りました。目錄は書名.著者（課者）（發行所人內 

容大意.形«し 頁數CpO定價.送料（〒）の順で菊判です。 

おハガキで御申越次第お送りします。 ノ .

錄

無
代
贈
呈

?g束京 堂 書 店
東京市神田越表神保町3 振替口座束京270

電話神田（25）エス部、小喪部專用427 • 770
卸部 3060 • 3061• 3062 • 3392 • 3393 • 3394

4450 • 446〇・ 885 • 886 • 887 • 888



箱殳日本エスペラント學會發行圖書其他
〔東京市本鄕區元町1の24 •電話小石川5415番・振替東京11325番〕 

スベラント捷徑 
スペラント講座 
撰エス和辭典 

新撰エス文手紙の書方 
エスペラント講習用書 
エスペラント短期講習書
X 
ェ 
ザ 
イ 
ェ 
新 
點字エスペラント文法さ小辭典 
エスペラントやさしい讀み物 

の人ザメンホフ 
ングヴィ・レスポンドイ 
スベラントの鍵 
羅巴親類巡り 

國語の擁進を論じて國際語に及ぷ 
ス譚佛說阿彌陀經……0.15 2

〜一亠エスペラント對富詳註蟄書------- -

••0.35 2 4•代理 逋
••0.40 2 5•愛ある處神あり
••0.40 2 6.レイモント短篇集

ト書き日本鑑書---------

••0.40
••0.15
••020
•••0.15

ェ
X

新

愛 
リ
X
歐

X

ra
回

最新最良の獨習警......上1.00並0.50 M
外國語隹知らR人の斶習講義錄...... 0.59 4
語數豐富■譯語正确

書簡百科辭典の觀.四沢判37J頁
文法敦科書さ讀本过なかぬ:.....

大まな活字で耍領よく編輯した…

押繪入程度低く小中學生にt適す

上0.30並0.60备2

スペ 
スベ 

メ 
ソ 

スペ
撰

ラント初等讀本 
ラント中等讀本 
ンホフ讀本

ップ物語 
ラント發音硏究 
和エス辭典

マテオ・ファルコネ 
イ

號

骨 の 

敦

の

111

舞

詩t

跳 

塔 

ヤ 

中

骸 

倫 

グ 

霧

中村精男博士遺稿........... 0.70

1 23
Ŭ30
0.20
0.30

興昧深き誼み物數十篇を收む........ 0.33
...... 全3卷、各卷0.20 （2）合卷0.50 
脚注付■講習訟本竝に獨習好適...... 0.25
エス語發音上の従間を氷解す........ 0.30

8
2
2
2
2
4
2 
4

見出語數6萬・出典明示・印刷鮮明…印刷中 

盲人用獨習書兼字引.................. 1.03
笑話廿二篇も對譯詳註し興味磁溢……0.13 
エス語創案者ザ博士の傳記........... 0.83
ザ博士の莒語上の解答な更む.........0.50
文法及三干五百語を含む小辭典宣傳用0.05
エス語のみでの世界旅行上〇-95业0.85仔3 
黑板博士の歷史的大論文其他を收む〇・23 
エス譯大學中庸........ 〇-63

6
2
6
4
2

2
2

譯...... 〇-40
1.53
0.40

2
6
2

惜みなく愛"奪ふ

ベ

綠

n
u

ルダ•カルト

葉 集 

本氏族の起原 

本刀槪說

2
2
2
2
4

エスペラント單語カード〜 

エスペラント文例集 
ザメンホフ行像 
レ—1 _ ドJエス演nfi 
レ-1 r Impero, Tagiĝo
宣傳句入横書原稿紙 
エスペ ラ ン ト便箋 

エスペラント封緘紙 

□本風景風俗工ハガキ 

エス譯君が代エハガキ 

Ŝ □ 〇岸極（沒全匕ン止） 
統星卓］丙楝（安全ピン止持製）

7 1カフスボタン〔箱入一組）12J 〇 
綠 星 旗 紙製綠地に白く「エスペラント」ミ拔く。十枚（蚪稅共）• 
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カードミ同一內容の本................100
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小奴氏吹込兩面.......... 1.20 40（内地外8"
獨唱.兩面............... 1-50 40 （內地外80）
20x20天糊附100枚0・18バラ100枚0.16レ;6 
正百枚一册...........................〇-2J 4
ハ十枚入ー袋........................ 〇-23 2
四枚一組三色刷エス説明入...........〇-10 2
樂姑及木版畫入・二色刷……1〇枚送料共0.15 
乙樋（背质川） 各（送料共）……〇-39 -
丁種（背廣川待製）各............... 〇50 3

ネクタイピン（送料共）0.30 
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我國に於けるエスベラント普及・硏究•實用の中心機關 

毀日本エスペラント學會 
東京市本鄕區元町一の二四

——【電話小石川（85） 541 5番——振替口矗東京11325答】——

! 的エスペラントの普及、研究・實用

エスペラント|二關すb各桶の硏究調査及其最表 
雜誌及圖替の刊行等 
話演會、講習會の開催及後援
其他本會の目的も逐成すちに必耍き認むろ事業
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